※（

）は前職

人事異動（４月１日付）
◎余市町発令

総 務 部
▼企画政策課長 （兼）町史編纂室長
推進課長）

人事厚生係長）

笹山浩一 （地域協働

▼地域協働推進課長 小黒雅文 （総務課主幹）
▼税務課長 紺谷友之 （税務課主幹）
▼総務課主幹 中島紀孝 （総務課総務係長）
▼総務課主幹 （兼）電算管理係長 （兼）車両管理係長
（兼）交通安全係長 三宅武敏 （総務課電算管理係長）
▼総務課主幹 （兼）人事評価推進室長 古山知子 （総務課

西本さつき （民生部町民福祉課児

済部農林水産課主幹（北 海 道 自 治 法 派 遣 ） ）

▼企画政策課主幹（北海道地域振興派遣）棚田健生 （経

童福祉対策室長）

▼地域協働推進課主幹
▼税務課主幹 （兼）住民税係長 奥寺淳 （税務課納税係長）
▼総務課総務係長 荒井拓之介 （税務課住民税係長）
▼総務課人事厚生係長 栗田一平 （総務課人事厚生係主任
（兼）電算管理係主任）

▼税務課納税係長 今井貴之 （税務課納税係主査）
▼総務課人事厚生係主任 干場千紘 （教育委員会学校教育
課学校教育係主任）

▼企画政策課企画政策係主任 半田和気 （北海道派遣）
▼財政課財政係主任 阿部航大 （議会事務局調査係書記）
▼税務課住民税係主任 前鼻孝俊 （税務課資産税係主任）
▼ （兼）総務課車両管理係技師 新田雅人 （建設水道部建
設課道路維持係技師）

広聴係主事）

▼企画政策課企画推進係主事 酒井雅寛 （後志町村会派遣）
▼税務課住民税係主事 門間亮太 （財政課財政係主事）
▼税務課住民税係主事 佐々木恭平 （地域協働推進課広報
▼税務課納税係主事 山崎修造 （税務課住民税係主事補）
▼総務課車両管理係主任 榎並英二 （再任用職員）
▼総務課交通安全係主任 内藤雅悟 （再任用職員）

民 生 部

二木二郎 （まちづくり計画

▼保健課長 羽生満広 （教育委員会学校教育課長）
▼福祉センター館長、福祉センター入舟分館長、町民

課建築係長）

▼まちづくり計画課主任技師
▼下水道課主幹（兼）業務係長（兼）下水道管理セン
ター業務係長 芹川貴弘 （会計課管理係長）
▼建設課道路維持係長 能代賢治 （総務部総務課車両管理
係長）

鈴木貴之 （まちづく

▼建設課事務係長 中坂好孝 （教育委員会社会教育課図書館
係長）

佐藤政夫 （まちづくり計画

▼（兼）高速道路推進室推進係長
り計画課まちづくり推進 係 長 ）
課建築係主任）

▼まちづくり計画課建築係長

生活係長の兼務を解く 泉谷富美江 （町民福祉課主幹
（兼）福祉センター館長（兼）福祉センター入舟分館長（兼）
町民生活係長）
▼町民福祉課児童福祉対策室長 笹山美幸 （総務部総務課
主幹（兼）人事評価推進室長）
▼町民福祉課主幹（兼）民生年金係長 成田文明 （建設
水道部下水道課主幹（兼）業務係長（兼）下水道管理センター
業務係長）

者福祉課高齢者福祉係長）

春木祐二 （町民福祉課主幹

▼町民福祉課主幹（兼）福祉センター館長（兼）福祉セ
ンター入舟分館長（兼）町民生活係長 大平直規 （高齢
▼町民福祉課大川保育所長
（兼）民生年金係長）

▼町民福祉課中央保育所長（兼）黒川児童館長 高松久
（経済部商工観光課主幹（兼）勤労青少年ホーム館長（兼）業務
係長）

▼町民福祉課北後志母子通園センター所長（兼）沢町児
童館長 大地富貴子 （町民福祉課大川保育所長（兼）沢町
児童館長）
▼保健課主幹（兼）事務係長 小林武 （経済部商工観光課
主幹（兼）余市宇宙記念館長（兼）業務係長（兼）観光振興係
長）
▼環境対策課主任技師 尾崎全平 （建設水道部下水道課主
任技師（兼）設備指導係長（兼）下水道管理センター施設管理
係長）

祉課中央保育所主査）

▼環境対策課主幹 石川智子 （町民福祉課主幹）
▼町民福祉課大川保育所主任保育士 小林啓子 （町民福
神良佑 （保健課医療係主

佐々木真吾 （建設水道部建設

▼高齢者福祉課高齢者福祉係長
任）

▼環境対策課環境衛生係長
課道路維持係長）
央保育所主査）

芳賀俊恵 （町民福祉課大川

▼町民福祉課大川保育所主査 八重樫朱美 （町民福祉課中
▼町民福祉課中央保育所主査
保育所主査）

▼町民福祉課沢町児童館主査（兼）黒川児童館主査 菅
原久美子 （町民福祉課福祉センター入舟分館主査（兼）黒川
児童館主査）

浅野敏昭 （社会教育課主幹（兼）水

▼保健課医療係主事 窪田香 （町民福祉課戸籍住民係主事）
▼環境対策課環境衛生係技師 片山雄太 （建設水道部建設

整備係長）

▼（兼）図書館係長
産博物館長（兼）図書館長）

課技術係技師）

職員）

▼町民福祉課福祉センター主任（兼）福祉センター入舟
分館主任 飯野徹郎 （再任用職員）
▼高齢者福祉課老人福祉センター主任 堀内学 （再任用

経 済 部

新木徹也 （農林

▼経済部長 細山俊樹 （農林水産課長）
▼農林水産課長 濱川龍一 （民生部保健課長）
▼農林水産課主任技師（兼）農地整備係長 飯島利明
（建設水道部建設課主任技師）
水産課水産林務係長）

▼農林水産課主幹（兼）水産林務係長

（農林水産課産業連携推進係長）

▼商工観光課主幹（兼）勤労青少年ホーム館長 山本芳
和 （商工観光課商工労政係長）
▼商工観光課主幹（兼）余市宇宙記念館長 佐々木孝太

業連携推進係主任）

▼農林水産課産業連携推進係長 芳賀昌史 （農林水産課産
▼商工観光課商工労政係長（兼）勤労青少年ホーム業務
係長 住吉孝之 （農業委員会農地係長）
▼商工観光課観光振興係長（兼）余市宇宙記念館業務係
長 工藤貴弘 （商工観光課観光振興係主任（兼）余市宇宙記
念館業務係主任）

亀尾次雄 （まちづくり計画課長（兼）高速道路

▼商工観光課観光振興係主任 小林英二 （再任用職員）

建設水道部
推進室長）

▼建設課長

（まちづくり計画課主任技師（兼）高速道路推進室推進係長）

▼ まちづくり計画課長（兼）高速道路推進室長 千葉雅樹
▼下水道課長（兼）下水道管理センター場長 庄木淳一
（民生部環境対策課主任技師（兼）環境衛生係長）
篠原道憲 （建設課主任技師

（兼）事務係長）

▼事務係長の兼務を解く

設課主幹（兼）管理係長）

▼円山公園ふれあい交流施設館長の兼務を解く 笹森寿
之（ 建設課主任技師（兼）円山公園ふれあい交流施設館長）
▼（兼）円山公園ふれあい交流施設館長 樋口正人 （建

楠千早 （水道課主任技師（兼）

仲鉢浩二 （水道課主任技師

松本智弘 （総務部総務課電算係主事

▼（併）選挙係長 栗田一平 （（併）庶務係主任）
▼（併）選挙係書記 三上晋吾 （総務部企画政策課企画政
策係主事）
（兼）人事厚生係主事）

▼（併）庶務係書記

高田幸樹 （学校教育課主幹

（兼）青少年対策室長（兼）学校教育係長）

工務係長）

▼工務係長の兼務を解く

（兼）計画係長）

▼計画係長の兼務を解く

◎余市町公営企業発令

▼学校教育係長の兼務を解く

中村利美 （事務局

▼学校教育係長 兼重一史 （総務部税務課納税係主任）
▼社会教育課図書館係主任 松井正光 （再任用職員）

◎余市町農業委員会発令
長）

▼（ 兼 ） 庶 務 係 長 （ 兼 ） 振 興 係 長

▼水道課計画係長 永井嘉一 （水道課業務係主任）
▼水道課工務係長 上枝良 （水道課工務係主任）
▼水道課業務係主事 塚原祐輔 （民生部環境対策課廃棄物
対策係主事（兼）環境衛生係主事）

▼庶務係長、振興係長の兼務を解き、（兼）農地係長
清水光弘 （事務局次長（兼）庶務係長（兼）振興係長）
▼庶務係主任（兼）振興係主任 高橋良治 （再任用職員）

▼下水道課設備指導係長（兼）下水道管理センター施設
管理係長 荻野幸介 （下水道課建設係主査）
▼下水道課建設係主任 成田祐介 （水道課計画係主任）
▼建設課技術係技師 辻本真視 （下水道課建設係技師）

遣
▼余市町社会福祉協議会へ派遣更新

中山達郎 （総務部企画政策課企画推進係主

社会福祉協議会派遣）
事）

▼北海道へ派遣

神山広之 （総務部税務課主幹

▼笹田昌子 （民生部町民福祉課北後志母子通園センター所長）
▼近藤祐子 （民生部町民福祉課大川保育所主任保育士）

長）

▼澤辺成徳 （監査委員事務局長）
▼小林広勝 （選挙管理委員会事務局長）
▼松井正光 （教育委員会社会教育課長）
▼榎並英二 （総務部総務課主任技師（兼）交通安全係長）
▼住友優子 （民生部町民福祉課中央保育所長（兼）黒川児 童館

場長）

▼小林英二 （経済部長）
▼滝上晃一 （総務部企画政策課長（兼）町史編纂室長）
▼堀内学 （総務部税務課長）
▼高橋良治 （建設水道部建設課長）
▼近藤勉 （建設水道部下水道課長（兼）下水道管理センター

◎３月３１日退職者

（北海道から短期併任））

▼余市町職員の併任を解く

◎北海道

照井芳明 （余市町

◎派

枝村潤 （議事係

越智英章 （事務局次長

▼議事調査課長（兼）総務係長

◎余市町議会発令

課

▼管理係長 大澤秀人

◎余市町選挙管理委員会発令

▼監査係長の併任を解く 森谷満 （（併）監査係長）
▼監査係主任 澤辺成徳 （再任用職員）

会事務局長）

▼（併）事務局長（兼）監査係長 中島豊 （選挙管理委員

◎余市町監査委員発令

▼議事調査課総務係書記補 荒谷かなえ （庶務係書記補）

画政策係主事）

▼議事調査課調査係書記 細川雄哉 （議事係書記）
▼議事調査課議事係書記 小林宥斗 （総務部企画政策課企

長（兼）調査係長）

▼議事調査課議事係長（兼）調査係長

（兼）庶務係長）

会 計

【新規採用職員】
▼建設水道部建設課技術係主任 菅野秀則
▼総務部総務課電算管理係主事（兼）人事厚生係主事
松本智弘
▼総務部地域協働推進課広報広聴係主事 小坂尚平
▼総務部税務課納税係主事 竹本憲人
▼民生部町民福祉課大川保育所技師 中井三由紀
▼民生部町民福祉課中央保育所技師 川口芹菜
▼民生部保健課保健指導係技師 宇野麻琴
▼建設水道部建設課管理係主事 山本大貴
▼建設水道部下水道課業務係主事 長谷川瑞樹
▼民生部町民福祉課戸籍住民係主事補 横山早紀
▼経済部農林水産課農政振興係主事補（兼）産業連携推
進係主事補 後藤一典
▼経済部農林水産課水産林務係主事補 半田峻太郎

▼事務局長 中島豊 （民生部保健課主幹（兼）事務係長）
▼事 務 局 次 長 の 併 任 を 解 く 小 黒 雅 文 （ （ 併 ） 事 務 局 次
中島紀孝 （（併）

▼（併）事務局次長（兼）庶務係長

長）

◎余市町教育委員会発 令

▼庶務係長の併任を解く 三宅武敏 （（併）庶務係長）

選挙係長）

▼学校教育課長 古山尚志 （総務部地域協働推進課主幹）
▼社会教育課長 奈良論 （経済部農林水産課主幹（兼）農地
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