
（平成20年4月1日付）

氏名 部支所 課名 職名

部長級

総務部長 畠山　勇悦 企画部 部長

企画部長 松岡　宗夫 建設部長 部長

建設部長 赤石　光悦 森吉支所 産業建設課 課長

森吉支所長 長谷川　好久 総務部 総務課 課長

阿仁支所長 西根　邦明 建設部 下水道課 課長

会計管理者 千葉　昭平 教育委員会 総務課 課長

課長級

総務部 管財課長 疋田　栄作 合川支所 市民福祉課 課長

税務課長 津谷　憲司 会計課 課長

企画部 広報情報課 竹田　勇人 企画部 電算システム課 課長

市民生活部 市民課長 佐々木　一志 市民生活部 保健センター 所長

生活環境課長 工藤　隆憲 福祉事務所 地域包括支援センター 所長

阿仁病院 事務長 渡部　哲男 企画部 広報情報課 課長

福祉事務所 地域包括支援センター所長 加賀谷　準夫 阿仁支所 市民福祉課 課長

阿仁支所 産業建設課長 泉　健太郎 阿仁病院 事務長

大阿仁出張所長 伊東　健一 市民生活部 市民課 課長

総務部 総務課長 津谷　和暁 監査委員事務局 事務局長

企画部・総合政策課 三上　純治 総合政策課 内陸線再生支援室 主幹・室長

企画部 電算システム課長 石川　仁司 教育委員会 スポーツ振興課 主幹

市民生活部 保健センター所長 吉田　喜代志 教育委員会 合川体育館 主幹

木村　正三 市民生活部 合川保健センター 主幹

福祉事務所 福祉課長 金　義孝 福祉事務所 地域包括支援センター 主幹

産業部 農林課長 工藤　正則 合川支所 市民福祉課 主幹

商工観光課長 斎藤　彦志 産業部 商工観光課 主幹

建設部 下水道課長 畠山　修 合川支所 企画総務課 主幹

合川支所 市民福祉課長 野呂　勉 総務部付 主幹

産業建設課長 藤嶋　一夫 産業部 農林課 主幹

森吉支所 産業建設課長 工藤　仁志 森吉支所 産業建設課 主幹

前田出張所長 松浦　賢一 森吉支所 産業建設課 主幹

阿仁支所 市民福祉課長 佐藤　信子 福祉事務所 福祉課 主幹

会計課 会計課長 嶺脇　裕徳 選挙管理委員会 事務局長

教育委員会 総務課長 木村　知剛 議会事務局 主幹

中央公民館長 柴田　美喜子 森吉支所 市民福祉課 主幹

所属別異動

総務部

総務課 主幹 佐藤　要 総務部 税務課 副主幹

総務課 主査 高橋　浩二 総務部付 主任

総務課 主任 佐藤　貴詩 教育委員会 義務教育課 主任

総務課 主任 木沢　公子 総務部 総務課 主事

総務課 危機管理対策室 主幹・室長 仲谷　茂好 産業部 農林課 副主幹

危機管理対策室 副主幹 片岡　清巳 選挙管理委員会 副主幹

危機管理対策室 主査 佐藤　誠 市民生活部 生活環境課 主査

管財課 副主幹 原　兵誠 阿仁支所 企画総務課 副主幹

管財課 主事 長岐　隆志 産業部 農林課 主事

合川保健センター所長・合川診療所事務長

内陸線再生支援室長（課長級）

人事異動表（内示）

異　　動　　先 現　　所　　属

所　属　・　職　名



（平成20年4月1日付）

氏名 部支所 課名 職名

人事異動表（内示）

異　　動　　先 現　　所　　属

所　属　・　職　名

税務課 主幹 中川　真一 総務部 税務課 副主幹

税務課 主幹 中嶋　健文 総務部 総務課 副主幹

税務課 主査 水木　正範 森吉支所 企画総務課 主査

税務課 主査 成田　章子 福祉事務所 高齢者支援課 主査

税務課 主査 金　英則 森吉支所 産業建設課 主査

税務課 主査 堀内　清美 総務部 税務課 主任

派遣（総務部付発令）

北秋田周辺衛生施設組合 主幹 高田　耕搾 阿仁支所 産業建設課 副主幹

北秋田市上小阿仁村病院組合主任看護師 藤原　清子 市民生活部 保健センター 主任看護師

北秋田市上小阿仁村病院組合准看護師 佐藤　まゆみ 福祉事務所 地域包括支援センター 准看護師

北秋田市上小阿仁村病院組合准看護師 菊地　久美子 福祉事務所 福祉課 准看護師

北秋田市上小阿仁村病院組合准看護師 櫻田　真由美 市民生活部 保健センター 准看護師

秋田県商工業振興課 主事 村形　晴樹 合川支所 産業建設課 主事

北秋田地域振興局 副主幹 小笠原　千春 合川支所 産業建設課 副主幹

北秋田地域振興局 副主幹 柴田　照悦 森吉支所 企画総務課 副主幹

秋田県農林政策課 主事 武石　貴仁 総務部付主事 派遣期間延長

北秋田地域振興局 主査 成田　周英 総務部付主査 派遣期間延長

北秋田地域振興局 主査 武田　文晴 総務部付主査 派遣期間延長

後期高齢者医療広域連合 主査 疋田　知機 総務部付主任 派遣期間延長

社会福祉法人交楽会 理学療法士 伊藤　幸智子 総務部付理学療法士 派遣期間延長

派遣（転入）

産業部 商工観光課 副主幹 宮野　貞壽 （米内沢病院より派遣） 保険課副主幹 期間延長

企画部

総合政策課 行財政改革室 主幹・室長 畠山　正 市民生活部 生活環境課 主幹

行財政改革室 主任 平川　貴章 総務部付 主任

財政課 主査 佐藤　義隆 合川支所 産業建設課 主査

広報情報課 主任 桜井　條史 合川支所 企画総務課 主事

市民生活部

市民課 主事 山田　和人 新採用

保険課 参事 鈴木　厚子 市民生活部 保険課 副主幹

保険課 副主幹 上杉　実 阿仁支所 産業建設課 副主幹

医療推進課 主任 菊地　真由美 教育委員会 総務課 主任

生活環境課 副主幹 藤野　義則 阿仁支所 市民福祉課 副主幹

生活環境課 副主幹 福田　いずみ 教育委員会 合川山村留学センター 副主幹

生活環境課 主査 津谷　尚志 市民生活部 生活環境課 主任

生活環境課 主事 細田　仁 福祉事務所 福祉課 主事

保健センター 参事 庄司　光子 福祉事務所 高齢者支援課 副主幹

保健センター 参事 松橋　セツ子 市民生活部 保健センター 副主幹

合川保健センター 看護師 鈴木　栄子 市民生活部 保健センター 看護師



（平成20年4月1日付）

氏名 部支所 課名 職名

人事異動表（内示）

異　　動　　先 現　　所　　属

所　属　・　職　名

ｸﾘｰﾝ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 主幹 佐藤　照章 教育委員会 中央公民館 副主幹

ｸﾘｰﾝ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 参事 青山　秀三 市民生活部 ｸﾘｰﾝ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 副主幹

ｸﾘｰﾝ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 副主幹 斉藤　順悦 阿仁病院 Ｘ線技師

国民健康保険合川診療所

副主幹 成田　哉子 国民健康保険合川診療所 主査

副主幹 金田　浩樹 国民健康保険合川診療所 主査

阿仁病院

院長 伴　實 定年をH21.3.31まで延長

福祉事務所

福祉課 主幹 中林　三千夫 教育委員会 生涯学習課 副主幹

福祉課 主幹 米澤　潤 産業部 商工観光課 副主幹

福祉課 副主幹 松尾　厚子 水道課 副主幹

福祉課 副主幹 小笠原　武 総務部 管財課 副主幹

福祉課 副主幹 小松　正彦 福祉事務所 福祉課 主査

福祉課 主査 藤原　甚英 総務部 税務課 主査

福祉課 主査 佐藤　稚子 福祉事務所 福祉課 主任

福祉課 主任 佐藤　敦 建設部 都市計画課 主任

福祉課 主事 長崎　剛征 新採用

高齢者支援課 主幹 鈴木　祐悦 福祉事務所 福祉課 主幹

高齢者支援課 副主幹 福原　稲子 建設部 都市計画課 副主幹

高齢者支援課 主査 千葉　祐幸 企画部 広報情報課 主任

高齢者支援課 主任 佐藤　香奈子 教育委員会 生涯学習課 主任

鷹巣中央保育園 主幹・園長 長崎　房子 福祉事務所 鷹巣東保育園 副主幹

鷹巣中央保育園 准看護師 片岡　八千代 福祉事務所 福祉課 准看護師

鷹巣東保育園 副主幹・園長 成田　美佳子 福祉事務所 あいかわ保育園 副主幹

鷹巣東保育園 准看護師 菊池　恵美子 市民生活部 保健センター 准看護師

鷹巣東保育園 調理員 三浦　広子 福祉事務所 米内沢保育園 調理員

あいかわ保育園 主幹 簾内　悦子 福祉事務所 あいかわ保育園 副主幹

あいかわ保育園 参事 三浦　ヨウ子 福祉事務所 あいかわ保育園 副主幹

あいかわ保育園 主査 伊藤　みゆき 福祉事務所 米内沢保育園 主査

あいかわ保育園 主査 山田　由喜子 福祉事務所 あいかわ保育園 主任保育士

あいかわ保育園 看護師 吉田　以真子 市民生活部 保健センター 看護師

米内沢保育園 副主幹 相馬　千春 福祉事務所 米内沢保育園 主査

米内沢保育園 主査 松橋　皆子 福祉事務所 あいかわ保育園 主査

米内沢保育園 副主幹 福田　初子 福祉事務所 あいかわ保育園 副主幹

浦田保育園 副主幹・園長 柏木　美貴子 福祉事務所 米内沢保育園 主査

前田保育園 准看護師 田中　朋子 総務部付 准看護師

阿仁合保育園 主幹・園長 田口　鐘子 福祉事務所 大阿仁保育園 副主幹

阿仁合保育園 准看護師 春日　洋子 阿仁病院 准看護師

大阿仁保育園 副主幹・園長 松橋　幸子 福祉事務所 浦田保育園 副主幹



（平成20年4月1日付）

氏名 部支所 課名 職名

人事異動表（内示）

異　　動　　先 現　　所　　属

所　属　・　職　名

産業部

農林課 主幹 戸嶋　哲行 阿仁支所 産業建設課 主幹

農林課 副主幹 柴田　明弘 阿仁支所 産業建設課 副主幹

農林課 主査 冨谷　和史 市民生活部 生活環境課 主任

農林課 主任 相馬　覚 市民生活部 ｸﾘｰﾝ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 主任

商工観光課 副主幹 廣瀬　淳一 阿仁支所 市民福祉課 副主幹

商工観光課 副主幹 櫻田　進 企画部 財政課 副主幹

商工観光課 主査 大野　拓哉 総務部付 主査

建設部

都市計画課 主幹 村上　謙正 建設部 都市計画課 副主幹

都市計画課 副主幹 鈴木　正子 総務部 総務課 副主幹

都市計画課 副主幹 石川　俊明 市民生活部 ｸﾘｰﾝ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 副主幹

建設課 主幹 佐藤　浩 建設部 建設課 副主幹

建設課 主査 岸野　泰晴 森吉支所 産業建設課 主査

下水道課 主幹 近藤　豊 建設部 下水道課 副主幹

合川支所

企画総務課 副主幹 杉渕　テル 阿仁支所 企画総務課 副主幹

企画総務課 主査 秋元　泰之 福祉事務所 福祉課 主査

企画総務課 主任 野呂　康一 総務部 税務課 主任

市民福祉課 主幹 高橋　守 福祉事務所 福祉課 副主幹

市民福祉課 副主幹 近藤　チカ子 合川支所 企画総務課 副主幹

市民福祉課 主査 池田　恒平 福祉事務所 高齢者支援課 主任

市民福祉課 主任 佐藤　礼介 市民生活部 市民課 主任

産業建設課 主幹 福岡　正治 建設部 建設課 副主幹

産業建設課 副主幹 杉渕　清純 森吉支所 産業建設課 副主幹

産業建設課 副主幹 金澤　聡志 建設部 建設課 副主幹

森吉支所

企画総務課 参事 杉渕　正子 合川支所 企画総務課 参事

企画総務課 副主幹 成田　嘉彦 総務部付 副主幹

企画総務課 副主幹 佐藤　洋子 阿仁支所 市民福祉課 副主幹

企画総務課 主査 萩野　貴久 会計課 主査

企画総務課 主事 藤島　あゆ美 新採用

市民福祉課 参事 木村　唱子 阿仁支所 産業建設課 参事

市民福祉課 副主幹 伊東　由美子 合川支所 市民福祉課 副主幹

産業建設課 主幹 吉田　一康 森吉支所 産業建設課 副主幹

産業建設課 副主幹 中嶋　せい子 阿仁病院 副主幹

産業建設課 副主幹 佐藤　誠 教育委員会 総務課 副主幹

産業建設課 副主幹 土佐　良成 森吉支所 産業建設課 主査

産業建設課 主査 上田　正靖 水道課 主査

阿仁支所



（平成20年4月1日付）

氏名 部支所 課名 職名

人事異動表（内示）

異　　動　　先 現　　所　　属

所　属　・　職　名

企画総務課 副主幹 佐藤　敏文 阿仁支所 企画総務課 主査

企画総務課 主査 加賀　光也 森吉支所 企画総務課 主査

企画総務課 主事 平川　優子 合川支所 市民福祉課 主事

市民福祉課 主幹 佐藤　晶彦 阿仁支所 企画総務課 主幹

市民福祉課 副主幹 佐藤　まり子 森吉支所 市民福祉課 副主幹

市民福祉課 主査 畠山　英利 消防本部 総務課 主査

市民福祉課 主査 福嶋　智美 阿仁支所 企画総務課 主査

市民福祉課 主任 九島　友康 福祉事務所 福祉課 主任

産業建設課 主幹 村田　光義 阿仁支所 産業建設課 副主幹

産業建設課 副主幹 湯沢　栄治 産業部 商工観光課 副主幹

産業建設課 副主幹 原　眞理子 市民生活部 医療推進課 副主幹

産業建設課 主任 後藤　政人 合川支所 産業建設課 主任

大阿仁出張所 主査 武田　瑞穂 阿仁支所 大阿仁出張所 主任

会計課 主査 杉渕　典子 合川支所 市民福祉課 主査

会計課 主任 佐藤　学 森吉支所 企画総務課 主任

水道課 副主幹 下野　朋子 消防本部 総務課 副主幹

水道課 主任 藤嶋　幸広 建設部 下水道課 主任

消防本部（一般職）

消防本部 総務課 主査 佐藤　孝一 阿仁支所 市民福祉課 主査

消防本部 総務課 主査 畠山　久子 会計課 主査

消防本部（消防吏員）

消防本部・消防署 消防次長兼消防署長 消防司令 藤島　孝雄 森吉分署 分署長 消防司令

消防本部 予防課長 消防司令 伊東　郷美 阿仁分署 分署長 消防司令

消防本部 予防課主幹 消防司令補 白沢　満雄 阿仁分署 主幹・副分署長 消防司令補

消防本部 予防課主幹 消防司令補 長岐　順一 消防本部 警防課主幹 消防司令補

消防本部 警防課主幹 消防司令補 中嶋　誠 森吉分署 主幹・副分署長 消防司令補

消防署 副主幹 消防司令補 大沢　誠治 阿仁分署 副主幹 消防司令補

消防署 副主幹 消防士長 成田　悟 合川分署 主査 消防士長

消防署 主査 消防副士長 藤本　誠 新採用

消防署 主任 消防副士長 宮野　義行 合川分署 主任 消防副士長

消防署 主任 消防副士長 庄司　満久 阿仁分署 主任 消防士

消防署 主事 消防士 佐藤　洋平 新採用

森吉分署 分署長 消防司令 髙橋　進 合川分署 分署長 消防司令

森吉分署 主幹・副分署長 消防司令補 成田　忠男 消防署 副主幹 消防司令補

森吉分署 副主幹 消防司令補 中嶋　忍 消防署 副主幹 消防士長

森吉分署 主査 消防副士長 五十嵐　高次 上小阿仁分署 主任 消防副士長

森吉分署 主事 消防士 八幡　竹之 新採用

阿仁分署 分署長 消防司令 大沢　秀高 上小阿仁分署 主幹・副分署長 消防司令補

阿仁分署 主幹・副分署長 消防司令補 長岐　篤市 消防署 副主幹 消防司令補

阿仁分署 参事 消防司令補 大野　賢一 阿仁分署 副主幹 消防司令補

阿仁分署 副主幹 消防司令補 越前谷　正光 上小阿仁分署 副主幹 消防司令補

阿仁分署 副主幹 消防司令補 武石　博 合川分署 副主幹 消防司令補

阿仁分署 副主幹 消防士長 小塚　儀彦 阿仁分署 主査 消防士長

阿仁分署 主任 消防副士長 佐藤　純 消防署 主任 消防副士長

阿仁分署 主任 消防士 近藤　典昭 上小阿仁分署 主任 消防士
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異　　動　　先 現　　所　　属

所　属　・　職　名

阿仁分署 主事 消防士 工藤　恭平 消防署 主事 消防士

阿仁分署 主事 消防士 高坂　優輝 新採用

合川分署 分署長 消防司令 熊谷　秀雄 消防本部 予防課主幹 消防司令補

合川分署 主査 消防士長 中嶋　則幸 消防署 主任 消防副士長

合川分署 主任 消防副士長 近藤　高広 消防署 主任 消防副士長

合川分署 主任 消防士 吉田　富昭 森吉分署 主事 消防士

合川分署 主事 消防副士長 高関　公典 合川分署 主事 消防士

合川分署 主事 消防士 佐藤　勝人 新採用

上小阿仁分署 分署長 消防司令 松岡　嗣男 消防本部 予防課主幹 消防司令

上小阿仁分署 主幹・副分署長 消防司令補 清水　春夫 上小阿仁分署 参事 消防司令補

上小阿仁分署 参事 消防司令補 齊藤　進 阿仁分署 副主幹 消防司令補

上小阿仁分署 副主幹 消防司令補 松橋　正弘 森吉分署 副主幹 消防司令補

上小阿仁分署 主任 消防副士長 井山　知也 阿仁分署 主任 消防士

上小阿仁分署 主任 消防士 成田　祐吾 阿仁分署 主事 消防士

議会事務局

主幹 土濃塚　廣孝 福祉事務所 福祉課 副主幹

副主幹 木村　元紀 企画部 総合政策課 副主幹

教育委員会

総務課 副主幹 畠山　雅任 教育委員会 生涯学習課 副主幹

総務課 副主幹 新田　あさみ 合川支所 企画総務課 主査

総務課 主査 佐藤　修 総務部 総務課 主査

たかのす幼稚園 主任教諭 熊谷　節子 福祉事務所 あいかわ保育園 副主幹

合川山村留学センター 主任 木村　秀信 教育委員会 合川公民館 主任

綴子小学校 校務員 奥山　昭光 教育委員会 前田小学校 校務員

鷹巣西小学校 校務員 武田　信夫 教育委員会 綴子小学校 校務員

鷹巣東小学校 校務員 長　宣男 教育委員会 高校教育課 技能員

前田小学校 校務員 湊　秀次 阿仁支所 市民福祉課 技能員

阿仁合小学校 校務員 梅邑　ミサ 教育委員会 森吉中学校 校務員

鷹巣南中学校 校務員 藤田　和広 教育委員会 鷹巣東小学校 校務員

森吉中学校 校務員 三浦　節子 教育委員会 阿仁合小学校 校務員

生涯学習課 主査 松田　淳子 森吉支所 企画総務課 主査

生涯学習課 主査 小松　武志 産業部 商工観光課 主査

文化会館 副主幹 九嶋　巧 産業部 農林課 副主幹

中央公民館 参事 成田　博幸 教育委員会 文化会館 参事

森吉公民館 主査 木村　静子 森吉支所 市民福祉課 主査

阿仁公民館 副主幹 佐々木　徹 教育委員会 スポーツ振興課 副主幹
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スポーツ振興課 主幹 佐藤　澄夫 産業部 農林課 副主幹

合川体育館 主査 山本　明美 教育委員会 森吉公民館 主査

森吉総合スポーツセンター 参事 小林　博 教育委員会 森吉総合スポーツセンター 副主幹

選挙管理委員会

主幹・事務局長田村　義明 市民生活部 保険課 副主幹

主査 高橋　将樹 総務部付 主査

監査委員事務局

主幹・事務局長柴田　榮則 福祉事務所 高齢者支援課 副主幹

新規採用（再掲）

市民課 主事 山田　和人

福祉課 主事 長崎　剛征

「森吉」企画総務課 主事 藤島　あゆ美

消防署 主査・消防副士長 藤本　誠

消防署 主事・消防士 佐藤　洋平

森吉分署 主事・消防士 八幡　竹之

阿仁分署 主事・消防士 高坂　優輝

合川分署 主事・消防士 佐藤　勝人



（平成20年3月31日付）

氏名 部支所 課名 職名

退職（3月31日付）

総務部長 久留嶋　正夫

森吉支所長 若木　俊雄

阿仁支所長 田口　惣一

会計管理者 奈良　尚里

管財課長 石川　良一

税務課長 松橋　隆

生活環境課長 伊藤　和也

福祉課長 金田　悦子

農林課長 関口　正則

商工観光課長 佐藤　慶一

合川支所産業建設課長 櫻田　良夫

森吉支所前田出張所長 庄司　政雄

阿仁支所産業建設課長 菅原　一夫

阿仁支所大阿仁出張所長 高田　正鴻

消防次長 松橋　田加生

消防予防課長 秋元　忠雄

消防上小阿仁分署長 佐藤　弘二

中央公民館長 藤岡　栄一

税務課　主幹 近藤　テイ子

ｸﾘｰﾝ･ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ　主幹 松田　康博

鷹巣中央保育園　主幹 金沢　恵美子

合川支所　市民福祉課　主幹 疋田　槇子

森吉支所　企画総務課　主幹 金　晃作

生涯学習課　主幹 木村　正彦

生活環境課　参事 成田　眞理子

あいかわ保育園　参事 畠山　キミ子

阿仁合保育園　参事 梅村　房子

合川支所　市民福祉課　参事 成田　幸子

消防森吉分署　参事 相馬　栄一

消防阿仁分署　参事 木村　松雄

阿仁公民館　参事 佐藤　一三

合川高等学校　教諭 丸谷　公祐

鷹巣中央保育園　副主幹 松橋　公子

森吉支所　産業建設課　副主幹 佐藤　真紀子

たかのす幼稚園　主任教諭 近藤　陽子

鷹巣西小学校　技能員 鈴木　幸光

鷹巣南中学校　校務員 櫻庭　嘉憲

人事異動表（内示）

退　　　職　　　者

所　属　・　職　名


