
　　　　☆印は辞令交付式出席者（４月１日午前９時４０分・別途通知場所集合）
　　　　兼務及び併任については、一部省略の部分があります。

市長事務部局
部　長　級

市民生活部長 磯　　　　　忠 議事課長 昇任 ★
建設部長 大　関　正　信 建設課長 昇任 ★

課　長　級
秘書課長 関　　　一　美 農政課長補佐(兼)農政係長 昇任 ★
総務課長 成　毛　純　一 農政課長 ★
税務課長 村　松　　　昇 生産調整推進室長 ★
収税課長 上　野　雅　史 国保年金課長補佐(兼)国民健康保険係長 昇任 ★
市民課長 綱　川　　　宏 国保年金課長 ★
安全安心課長 中三川　　　實 学校教育課長補佐(兼)施設係長 昇任 ★
国保年金課長 小　宮　隆　利 市民課長補佐(兼)窓口係長 昇任 ★
二宮支所長 谷　畑　泰　彦 介護保険課長 ★
健康増進課長 橋　本　健　一 秘書課長 ★
介護保険課長 小　出　　　明 収税課長 ★
児童家庭課長 野　澤　好　夫 二宮支所長 ★
福祉課長 佐　藤　　　厚 児童家庭課長 ★
企業誘致課長 大　橋　　　保 水道課長 ★
農政課長 小　嶋　勝　久 健康増進課長 ★
生産調整推進室長 菱　沼　保　宜 文化課長補佐(兼)文化振興係長 昇任 ★
建設課長 関　　　康　雄 文化課長 ★

課長補佐級
秘書課長補佐(兼)秘書政策係長 吉　住　忠　明 秘書課秘書政策係長 昇任 ★
企画課長補佐(兼)統計係長 鈴　木　常　一 総務課長補佐(兼)研修厚生係長 ★
総務課長補佐(兼)総務文書係長 仁　平　忠　一 総務課総務文書係長 昇任 ★
総務課長補佐(兼)契約検査係長 仁　平　　　明 総務課契約検査係長 昇任 ★
税務課長補佐(兼)諸税係長 小　池　裕　重 会計課長補佐(兼)審査係長 ★
収税課長補佐(兼)収納対策係長 齋　藤　　　章 児童家庭課長補佐(兼)西田井保育所長 ★
市民課長補佐(兼)窓口係長 増　渕　　　進 安全安心課長補佐(兼)国際交流係長(兼)外国人相談係長 ★
安全安心課長補佐(兼)交通安全係長 細　島　　　悟 安全安心課交通安全係長 昇任 ★
健康増進課長補佐(兼)成人健康係長 鱒　渕　清　子 健康増進課成人健康係長 昇任 ★
児童家庭課長補佐(兼)児童家庭係長 菊　島　倫　夫 環境課長補佐(兼)ごみ減量係長 ★
児童家庭課長補佐(兼)保育係長 谷田部　　　稔 児童家庭課保育係長 昇任 ★

平成２６年４月１日付真岡市職員人事異動内示一覧表

　　　　内示日：平成２６年３月２４日（月）
　　　　★印は辞令交付式出席者（４月１日午前８時４０分・市庁舎３階会議室集合）
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課長補佐級
児童家庭課長補佐(兼)西田井保育所長 山　﨑　　　敦 文化課長補佐(兼)文化財係長 ★
農政課長補佐(兼)農政係長 羽　田　俊　幸 福祉課付副主幹（社会福祉協議会派遣） 昇任 ★
環境課長補佐(兼)ごみ減量係長(兼)清掃施設係長 藤　田　主　計 建設課用地係長 昇任 ★
建設課長補佐(兼)道路建設係長 皆　川　　　聡 区画整理課長補佐(兼)亀山北指導一係長 ★
建設課長補佐(兼)建築係長(兼)住宅係長 古　谷　　　博 建設課建築係長(兼)住宅係長 昇任 ★
都市計画課長補佐(兼)維持管理係長 松　本　正　廣 都市計画課維持管理係長 昇任 ★
長田区画整理指導室長補佐(兼)指導係長 樋　口　雅　夫 長田区画整理指導室長補佐(兼)指導一係長 ★
下水道課長補佐(兼)業務係長 大　湊　勝　之 第一学校給食センター所長補佐(兼)次長 ★
下水道課長補佐(兼)工務係長 福　田　耕　夫 建設課長補佐(兼)道路建設係長 ★
下水道課長補佐(兼)水処理センター所長 石　川　　　昇 二宮支所福祉国保窓口係長 昇任 ★
会計課長補佐(兼)審査係長 小　林　裕　司 公民館長補佐(兼)真岡西分館長 ★

係　長　級
総務課研修厚生係長(併)選挙管理委員会書記 青　柳　正　子 総務課副主幹 昇任 ★
総務課付副主幹（芳賀地区広域行政事務組合派遣） 海老原　　　匡 健康増進課母子健康係長 ★
安全安心課副主幹 飯　田　壮　平 栃木県警察警部補 ★
安全安心課国際交流係長(兼)外国人相談係長 石　沢　勝　夫 国保年金課保険税係長 ★
国保年金課国民健康保険係長 篠　原　俊　大 収税課副主幹 昇任 ★
国保年金課保険税係長 鈴　木　隆　志 総務課付副主幹（芳賀地区広域行政事務組合派遣） ★
二宮支所福祉国保窓口係長 秋田谷　　　恒 建設課副主幹 昇任 ★
健康増進課母子健康係長 細　島　弘　子 福祉課地域支援係長 ★
福祉課障害者福祉係長 谷　口　栄　治 ★
福祉課地域支援係長 髙　橋　信　子 健康増進課副主幹 昇任 ★
商工観光課商業係長 荒　石　　　浩 税務課諸税係長 ★
環境課公害対策係長 那　花　幸　雄 長田区画整理指導室指導二係長 ★
建設課用地係長 小　島　茂　光 企画課統計係長 ★
区画整理課亀山北指導一係長 添　田　　　充 下水道課工務係長 ★

副主幹級 　  
企画課副主幹 赤　羽　岳　美 健康増進課副主幹 ☆
総務課副主幹 水　沼　明　美 福祉課副主幹 ☆
総務課付副主幹 野　沢　憲　司 都市計画課副主幹
収税課副主幹 堀之内　祐　三 商工観光課副主幹 ☆
市民課副主幹 山　﨑　春　枝 ☆
市民課副主幹 永　島　博　子 下水道課副主幹 ☆
安全安心課副主幹 中　丸　昌　之 区画整理課主査 昇任 ☆
国保年金課副主幹 松　本　栄　子 区画整理課副主幹 ☆
二宮支所副主幹 松　本　久美子 福祉課副主幹 ☆
健康増進課副主幹 石　﨑　浩　子 福祉課副主幹 ☆

副主幹級 　  

スポーツ振興課副主幹

監査委員事務局次長(併)選挙管理委員会主任書記(併)公平委員会主任書記
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介護保険課副主幹 星　野　恭　子 健康増進課副主幹 ☆
介護保険課副主幹 大　出　敦　子 企画課副主幹 ☆
児童家庭課副主幹 大　木　祐　子 税務課副主幹 ☆
児童家庭課真岡保育所副主幹(保育士) 南　雲　美　幸 児童家庭課西田井保育所副主幹(保育士) ☆
児童家庭課西田井保育所副主幹(保育士) 磯　　　久美子 児童家庭課真岡保育所副主幹(保育士) ☆
児童家庭課物部保育所副主幹(保育士) 石　川　澄　子 児童家庭課中村保育所副主幹(保育士) ☆
福祉課副主幹 佐々木　記美子 児童家庭課副主幹 ☆
福祉課副主幹 那　花　真　弓 健康増進課副主幹 ☆
福祉課副主幹 関　根　美　佐 生涯学習課副主幹 ☆
環境課副主幹 上　武　美代子 安全安心課副主幹 ☆
区画整理課副主幹 水　沼　克　久 長田区画整理指導室副主幹 ☆
下水道課副主幹 星　野　すみえ 清掃センター主査 昇任 ☆

　
主　査　級 　

総務課付主査（芳賀地区広域行政事務組合派遣） 小久保　賢　二 水道課主査 ☆
収税課主査 大　橋　真　代 市民課主査 ☆
市民課主査 西　山　寛　子 収税課主査 ☆
国保年金課主査 遠　山　　　香 二宮支所主査 ☆
国保年金課主査 大　関　美　穂 環境課主査 ☆
健康増進課主査 秋田谷　恵　美 国保年金課主査 ☆
健康増進課主査 金　田　江　美 介護保険課保健師 昇任 ☆
児童家庭課主査 菊　池　貴　子 国保年金課主査 ☆
児童家庭課中村保育所主査(保育士) 青　山　知恵美 児童家庭課物部保育所主査(保育士)
福祉課主査 倉　金　佐良子 市民課主査 ☆
福祉課主査 川　上　むつみ 児童家庭課主査 ☆
福祉課主査 上　野　　　均 水道課主査 ☆
商工観光課主査 仁　平　映　夫 生涯学習課主査 ☆
生産調整推進室主査 柳　田　朝　臣 下水道課主査 ☆
建設課主査 廣　澤　和　栄 生産調整推進室主査 ☆
建設課主査 田　﨑　雅　治 福祉課主査 ☆
建設課主査 中三川　知　千 総務課付主査（芳賀地区広域行政事務組合派遣） ☆
区画整理課主査 高　崎　宏　樹 建設課主査 ☆
区画整理課主査 日下田　真　経 下水道課技師 昇任 ☆
下水道課主査 髙根澤　雅　直 区画整理課付主査（相馬市派遣） ☆

主事・技師級 　
秘書課主事 佐　藤　千　尋 新規採用 ★
企画課主事 小　林　大　貴 生涯学習課主事 ☆
総務課付主事（相馬市派遣） 細　島　正　貴 都市計画課主事
総務課主事(併)選挙管理委員会書記 小　池　彬　恵 税務課主事 ☆

主事・技師級 　
税務課主事 仁　平　智　子 市民課主事 ☆
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税務課主事 浅　川　　　健 芳賀地区広域行政事務組合主事 ☆
税務課主事 山　本　夏　美 新規採用 ★
税務課主事 武　子　真　大 新規採用 ★
収税課主事 関　口　裕　明 下水道課主事 ☆
市民課主事 上　野　眞理子 新規採用 ★
安全安心課主事 上　野　裕　二 農業委員会事務局職員 ☆
健康増進課保健師 濱　崎　　　望 新規採用 ★
福祉課主事 岩　渕　宏　之 収税課主事 ☆
福祉課主事 吉　田　　　翼 安全安心課主事 ☆
農政課主事 菊　地　大　樹 区画整理課主事 ☆
都市計画課主事 鈴　木　宏　治 農政課主事 ☆
区画整理課主事 森　　　洋　樹 福祉課主事 ☆
区画整理課技師 紺　野　卓　哉 新規採用 ★
下水道課主事 苅　部　紀　雄 清掃センター主事 ☆
下水道課主事 中　村　翔　一 総務課主事 ☆

その他の職員
児童家庭課真岡保育所保育士 渡　辺　恵　美 新規採用 ★
児童家庭課中村保育所保育士 水　村　祐美子 新規採用 ★
児童家庭課物部保育所保育士 山　本　知　佳 新規採用 ★
環境保全センター運転手(兼)業務員 黒　子　典　幸 建設課運転手(兼)業務員 ☆
建設課業務員 上　野　　　清 環境保全センター業務員 ☆
建設課業務員 浅　香　成　康 清掃センター業務員 ☆

水道事業部局
部　長　級

(併)水道部長 大　関　正　信 建設課長 昇任 ★

課　長　級
水道課長 磯　　　修　一 安全安心課長 ★

主　査　級 　
水道課主査 小　滝　　　宏 区画整理課主査 ☆

主　事　級
水道課主事 大和田　尚　宏 新規採用 ★

議会事務局
課　長　級

議事課長(兼)庶務係長事務取扱 石　塚　光　夫 商工観光課長補佐(兼)商業係長 昇任 ★
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教育委員会事務部局
課　長　級

生涯学習課長(兼)生涯学習館長 添　野　知　男 生涯学習課長
文化課長(兼)市民会館長 橋　本　好　造 第一学校給食センター所長(兼)第二学校給食センター所長 ★
第一学校給食センター所長(兼)第二学校給食センター所長 坂　田　伸　朗 環境課長補佐(兼)公害対策係長 昇任 ★

課長補佐級
文化課長補佐(兼)文化財係長 細　島　一　成 下水道課長補佐(兼)業務係長 ★
公民館長補佐(兼)真岡西分館長(兼)生涯学習課副主幹 野　口　　　孝 収税課長補佐(兼)収納対策係長 ★

大　塚　信　武 公民館長補佐(兼)二宮分館長

係　長　級
学校教育課施設係長 水　沼　保　彦 総務課付副主幹（芳賀地区広域行政事務組合派遣） ★
文化課文化振興係長 金　子　修　象 児童家庭課児童家庭係長 ★
公民館大内分館長(兼)生涯学習課副主幹 赤　荻　　　勝 下水道課水処理センター所長 ★
第一学校給食センター次長 飯　塚　伸　夫 第二学校給食センター次長 ★
第二学校給食センター次長 新　井　　　透 自然教育センター副主幹 昇任 ★

副 主 幹 級
学校教育課管理主事(兼)指導主事 吉　住　　　隆 科学教育センター指導主事 ☆
学校教育課副主幹 高　崎　博　美 介護保険課副主幹 ☆
生涯学習課副主幹 中　里　さゆり 福祉課副主幹 ☆
スポーツ振興課副主幹 斎　藤　恭　子 市民課主査 昇任 ☆
自然教育センター指導主事(併)老人研修センター職員 櫻　井　秀　樹 芳賀北小学校教諭 ☆
科学教育センター指導主事 黒　﨑　雅　章 真岡東中学校教諭 ☆

主　査　級
学校教育課主査 中　澤　秀　行 企画課主査 ☆
生涯学習課主査 坂　下　茂　雄 学校教育課主事 昇任 ☆

主事・技師級
生涯学習課主事 秋　元　崇　典 新規採用 ★
文化課主事 石　井　和　樹 学校教育課主事 ☆
自然教育センター主事 芳　賀　勝　彦 ☆

その他の職員
真岡西小学校用務員 中　里　久　永 山前小学校用務員 ☆
山前小学校業務主任 磯　　　武　男 建設課運転手(兼)業務員 昇任 ☆
真岡東中学校用務員 花　田　賢　一 真岡西小学校用務員 ☆

公民館長補佐(兼)二宮分館長(兼)生涯学習館長補佐(兼)次長

選挙管理委員会書記(併)監査委員事務局書記(併)公平委員会書記
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中村中学校用務員 手　塚　隆　司 真岡東中学校用務員 ☆

農業委員会事務部局 　
主　査　級

農業委員会事務局職員 関　亦　謹　仁 文化課主査 ☆

監査委員事務部局
係　長　級

監査委員事務局次長 久　保　明　紀 福祉課障害者福祉係長 　 ★

主　査　級
(併)監査委員事務局書記 枝　　　直　美 秘書課主査 ☆

選挙管理委員会事務部局
係　長　級

(併)選挙管理委員会主任書記 久　保　明　紀 福祉課障害者福祉係長 　 ★

主　査　級
選挙管理委員会書記 枝　　　直　美 秘書課主査 ☆

公平委員会事務部局
係　長　級

(併)公平委員会主任書記 久　保　明　紀 福祉課障害者福祉係長 　 ★

主　査　級
(併)公平委員会書記 枝　　　直　美 秘書課主査 　 ☆

異動を伴わない昇任者
副 主 幹 級

総務課副主幹 栁　　　　　徹 総務課主査 昇任
税務課副主幹 石　崎　好　明 税務課主査 昇任
収税課副主課 柳　田　勇　一 収税課主査 昇任
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市民課副主課 佐　藤　範　子 市民課主査 昇任
安全安心課副主幹 小　池　良　史 安全安心課主査 昇任
二宮支所副主幹 川　又　和　彦 二宮支所主査 昇任
健康増進課副主幹 野　本　由美子 健康増進課主査 昇任
健康増進課副主幹 渡　邊　茂　美 健康増進課主査 昇任
福祉課副主幹 田　上　美佐子 福祉課主査 昇任
福祉課副主幹 一ノ瀬　幸　人 福祉課主査 昇任
農政課副主幹 　 高　橋　正　宏 農政課主査 昇任
区画整理課副主幹 久　野　正　明 区画整理課主査 昇任
水道課副主幹 熊　木　真千子 水道課主査 昇任
文化課副主幹 小　林　直　子 文化課主査 昇任
スポーツ振興課副主幹 篠　﨑　朋　子 スポーツ振興課主査 昇任
自然教育センター副主幹 　 阿　部　訓　芳 自然教育センター主査 昇任
監査委員事務局書記(副主幹) 松　山　宏　美 監査委員事務局書記(主査) 昇任

主　査　級
秘書課主査 谷　畑　美保子 秘書課主事 昇任
税務課主査 渡　邉　良　子 税務課主事 昇任
国保年金課付主査 寺　方　　　優 国保年金課付主事 昇任
農政課主査 伴　野　幸　子 農政課主事 昇任
都市計画課主査 上　野　美　幸 都市計画課主事 昇任
水道課主査 伊　澤　祐　太 水道課主事 昇任
生涯学習課主査 大　塚　倫　行 生涯学習課主事 昇任

その他の職員
企画課業務主任 三　沢　伸　一 企画課運転手 昇任
第二学校給食センター業務主任 佐　藤　智　子 第二学校給食センター調理師 昇任

再任用職員
福祉課 青　山　　　晴 新規任用 ☆
第一学校給食センター 白　瀧　隆　夫 新規任用 ☆
環境保全センター 上　野　秀　夫 新規任用 ☆

嘱託
市長事務部局

秘書課 嘱託 古　谷　範　子
企画課 運転手 篠　崎　利　三 　  
企画課 運転手 豊　田　正　志
税務課 嘱託 田　中　　　満 　  
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収税課 嘱託 石　澤　美　加
安全安心課 交通教育指導員 高　木　敦　子
消費生活センター 消費生活相談員 菅　野　真　代
消費生活センター 消費生活相談員 菱　沼　泰　子
国保年金課 レセプト点検員 桑　原　はるみ
国保年金課 レセプト点検員 防　村　智　子 新規任用 ☆
健康増進課 管理栄養士 沖　杉　由美子
健康増進課 助産師 渡　邊　利　子 　  
健康増進課 助産師 遠　藤　治　子 　  
健康増進課 看護師 落　合　百　恵  
介護保険課 介護認定調査員 秋　山　輝　子  
介護保険課 介護認定調査員 佐　藤　小百合  
介護保険課 介護認定調査員 大　関　百合子  
介護保険課 介護認定調査員 大　塚　順　子  
介護保険課 介護認定調査員 菊　田　恭　子  
介護保険課 介護認定調査員 小　林　久　子  
介護保険課 介護認定調査員 宇　塚　真紀子  
介護保険課 介護認定調査員 嶋　田　純　子  
児童家庭課 家庭相談員 菅　谷　光　子  
児童家庭課 家庭相談員 渡　辺　貴美子  
児童家庭課 母子自立支援員(兼)婦人相談員 平　石　靖　子  
児童家庭課真岡保育所 保育士 塩　澤　友　美
児童家庭課真岡保育所 保育士 田　島　里　子
児童家庭課真岡保育所 保育士 北　井　晴　美
児童家庭課真岡保育所 保育士 東　　　桂世子
児童家庭課真岡保育所 保育士 中　里　正　江 　
児童家庭課真岡保育所 保育士 新　田　　　愛
児童家庭課真岡保育所 保育士 小　池　宏　美
児童家庭課真岡保育所 保育士 松　岡　順　子 　
児童家庭課真岡保育所 保育士 小　菅　佐都美
児童家庭課真岡保育所 保育士 山　本　桂　子 　 　
児童家庭課真岡保育所 保育士 手　塚　美　里
児童家庭課真岡保育所 保育士 添　谷　初　美
児童家庭課真岡保育所 保育士 田　辺　明日美
児童家庭課真岡保育所 保育士 伊　澤　　　舞

嘱託
市長事務部局

児童家庭課真岡保育所 保育士 南　雲　美　佳
児童家庭課真岡保育所 保育士 関　澤　恵利子 新規任用 ☆
児童家庭課真岡保育所 栄養士 関　澤　晴　美 新規任用 ☆
児童家庭課真岡保育所 用務員 市　田　紀　子 　  
児童家庭課中村保育所 保育士 長　棹　仁　子
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児童家庭課中村保育所 保育士 釘　宮　琴　美  
児童家庭課中村保育所 保育士 枝　　　友　子 　
児童家庭課中村保育所 保育士 沓　澤　由　香 　
児童家庭課中村保育所 保育士 岡　　　清　美 　
児童家庭課中村保育所 保育士 尾　﨑　香　織
児童家庭課中村保育所 保育士 泉　水　美　加 　
児童家庭課中村保育所 保育士 田　中　仁　子
児童家庭課中村保育所 保育士 手　塚　美　由
児童家庭課中村保育所 保育士 大　森　由香里 新規任用 ☆
児童家庭課中村保育所 栄養士 田　畑　明　美
児童家庭課中村保育所 用務員 高　野　信　子
児童家庭課西田井保育所 保育士 鶴　見　裕　子
児童家庭課西田井保育所 保育士 穐　山　敦　子 　
児童家庭課西田井保育所 保育士 阿久津　恵美子 　  
児童家庭課西田井保育所 保育士 中　村　志津子
児童家庭課西田井保育所 用務員 内　田　幸　子
児童家庭課物部保育所 保育士 森　　　真　理 　
児童家庭課物部保育所 保育士 池　田　有　子
児童家庭課物部保育所 保育士 上　野　弘　美 　 　
児童家庭課物部保育所 保育士 田　中　唯　子
児童家庭課物部保育所 保育士 綱　川　直　子
児童家庭課物部保育所 保育士 細　谷　美千江 新規任用 ☆
児童家庭課物部保育所 保育士 萩　庭　百合子 新規任用 ☆
児童家庭課物部保育所 栄養士 植　木　彩　織
児童家庭課物部保育所 用務員 小　倉　トモイ
福祉課 障害者程度区分認定調査員 関　谷　由里子
福祉課 社会福祉士 飯　嶌　由　紀 　  
福祉課 社会福祉士 菊　地　恵　美 　 　
福祉課 社会福祉士 廣　瀬　　　綾 　 　
福祉課 社会福祉士 直　井　富　恵 　 　
福祉課 ケアマネージャー 日和田　弘　子 　  
福祉課 ケアマネージャー 川　上　昌　恵 　  
福祉課 ケアマネージャー 遠　藤　いづみ 　
福祉課 ケアマネージャー 長　野　恵美子

嘱託
市長事務部局

福祉課 ケアマネージャー 宮　内　里　美
福祉課 嘱託 野　澤　光　成
三つ子の魂育成推進室 室長 磯　野　里　子

嘱託 松　井　好　子 　 　
環境課 清掃監視員 植　木　親　久 　  
環境課 清掃監視員 舘　野　正　樹

三つ子の魂育成推進室(兼)子育て支援センター
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環境課 清掃監視員 大　塚　謙　二 新規任用 ☆
環境課 嘱託 小　川　秀　一
根本山自然観察センター 嘱託 相　田　英　明
(兼)鬼怒水辺観察センター
根本山自然観察センター 嘱託 木　村　有　紀
(兼)鬼怒水辺観察センター
根本山自然観察センター 嘱託 浜　野　正　行  
(兼)鬼怒水辺観察センター
鬼怒水辺観察センター 嘱託 生　島　都　市
環境保全センター 嘱託 坂　入　　　均
環境保全センター 嘱託 安　井　智　公
建設課 登記嘱託 及　川　マサ子
建設課 業務員 吉　永　次　男
建設課 業務員 上ノ内　　　浩 新規任用 ☆
都市計画課 運転手(兼)業務員 小　川　　　勝
都市計画課 業務員 小　貫　　　幹

教育委員会事務部局
学校教育課 教育相談員 上　野　好　夫  
学校教育課 教育相談員 添　田　恵美子
学校教育課 嘱託 藤　沢　誠　司
真岡小学校 用務員 星　　　和　弘 新規任用 ☆
亀山小学校 用務員 石　川　克　巳
大内東小学校 用務員 齋　藤　　　聖 新規任用 ☆
大内西小学校 用務員 松　丸　泰　秀 新規任用 ☆
山前南小学校 用務員 加　藤　治　栄 新規任用 ☆
東沼小学校 用務員 赤　羽　修　一 新規任用 ☆
中村小学校 用務員 上　野　　　誠
中村東小学校 用務員 菊　地　美津江
中村南小学校 用務員 石　塚　克　己
長沼小学校 用務員 川　又　一　義
生涯学習課 嘱託 谷　畑　　   誠
文化課 嘱託 岩　原　厚　男
スポーツ振興課 嘱託 上　野　　　繁

嘱託
教育委員会事務部局

スポーツ振興課 嘱託 伊　澤　博　行
嘱託 上　野　好　子 　  

科学教育センター 嘱託 大　内　幸　恵 　 　
科学教育センター 嘱託 手　塚　幸　恵

平成２６年３月３１日付退職者及び派遣元復帰者

自然教育センター(併)老人研修センター
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市民生活部長 杉　村　伸　一
建設部長(併)水道部長 細　島　　　誠
総務課長 法師人　健　一
安全安心課主幹 亀　田　　　務
税務課長 田　仲　正　明
市民課長 渡　邉　　　浩
福祉課長 白　瀧　隆　夫
企業誘致課長 青　山　　　晴
公民館長補佐(兼)大内分館長 茂呂澤　良　雄
児童家庭課物部保育所副主幹(保育士) 小　堀　博　子
国保年金課副主幹 西　川　五　月
学校教育課管理主事(兼)指導主事 大根田　佳　夫
自然教育センター指導主事 関　本　辰　男
税務課主事 深　谷　信　義
税務課主事 中　山　佳　祐
清掃センター業務主任 上　野　秀　夫
第二学校給食センター業務主任 橋　本　芳　栄

嘱託
健康増進課保健師 森　　　陽　祐
健康増進課保健師 稲　見　　　悠
健康増進課看護師 関　川　幸　子
児童家庭課母子自立支援員(兼)婦人相談員 天　川　幸　子
児童家庭課真岡保育所保育士 横　山　智　美 　
児童家庭課西田井保育所保育士 古　島　有美子
児童家庭課物部保育所保育士 本　城　美希恵
福祉課老人指導員 天　川　　　充
福祉課老人憩の家用務員 長　田　京　子
下水道課 伊　澤　久　夫
学校教育課教育相談員 石　田　あい子
中村中学校用務員 増　井　久　行
スポーツ振興課 佐　藤　弘　司
第一学校給食センター 引　田　陽　逸
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