※町ホームページに募集要領を掲載しています。

経 済

部

▼経済部長 渡辺郁尚
▼商工観光課長 橋端良平
▼（兼）農林水産課水産林務係長 杉原隆行
▼農林水産課農地整備係長の兼務を解き（兼）農村活性
化センター館長（兼）推進係長（兼）園芸試験場長
飯島利明
▼農林水産課水産林務係長の兼務を解き（兼）農地整備
係長 新木徹也
▼農林水産課加工排水処理施設場加工処理指導係長
新谷裕
▼農林水産課産業連携推進係長 中山達郎
▼商工観光課観光振興係長（兼）余市宇宙記念館業務係
長 酒井雅寛
▼農林水産課農地整備係主任（再任用）木村律子
▼商工観光課観光振興係主任（再任用更新）小林英二

建設水道部

課

▼建設水道部長 山本金五
▼まちづくり計画課高速道路推進室長の兼務を解く
千葉雅樹
▼建設課管理係長の兼務を解く 樋口正人
▼ まちづくり計画課主幹（兼）高速道路推進室長 小林武
▼下水道課主任技師（兼）建設係長 井上健男
▼建設課管理係長 神良佑

会 計

務

生

部

部

◎余市町議会発令
▼議事調査課主幹（兼）議事係長（兼）調査係長

枝村潤

▼事務局長（兼）庶務係長（兼）振興係長 水野貴司
▼庶務係主任（兼）振興係主任（再任用）松原厚子

◎余市町農業委員会発令

▼社会教育課図書館係技師補 勝野里緒
▼旭中学校給食調理員 西岡千佳

【新規採用職員】

▼教育部長 上村友成
▼学校教育課長 笹山浩一
▼社会教育課主幹（兼）中央公民館長（兼）町民会館長
（兼）社会教育係長 小島祐子
▼社会教育課文化財係長 小川康和
▼社会教育課文化財係学芸員 中塚凪沙
▼社会教育課社会教育係主事補 後藤一典
▼黒川小学校給食調理員 内山まき子
▼社会教育課社会教育係主任（再任用更新）松井正光

◎余市町教育委員会発令

▼総務部財政課財政係主事 武田雅広
▼総務部税務課住民税係主事補 下野友哉
▼民生部福祉課福祉係主事 寒河江美桜
▼民生部子育て・健康推進課大川保育所主任 上原早織
▼民生部子育て・健康推進課中央保育所技師補 遠山郁花
▼民生部保険課医療係主事 大隅奎哉
▼民生部保険課介護保険係主事補 後藤怜
▼民生部環境対策課廃棄物対策係主事補 横浜直弥
▼建設水道部まちづくり計画課建築係技師 佐藤駿
▼建設水道部水道課工務係技師 仲田大貴
▼教育委員会学校教育課学校教育係主事 淡路和大
▼教育委員会社会教育課社会教育係主事補 藤宮蒼志

【新規採用職員】

▼出納係主事（兼）管理係主事 小田原巴

▼民生部長 前坂伸也
▼福祉課長 照井芳明
▼子育て・健康推進課長 芹川かおり
▼保険課長 羽生満広
▼環境対策課長（兼）クリーンセンター所長 成田文明
▼福祉課主幹 泉谷富美江
▼福祉課主幹（兼）老人福祉センター所長 奥寺淳
▼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 大平直規
▼子育て・健康推進課主任技師（兼）母子健康センター
館長 山内賀恵

民

▼総務部長 須貝達哉
▼総務課長 増田豊実
▼企画政策課長 阿部弘亨
▼企画政策課町史編纂室主幹の併任を解く 浅野敏昭
▼企画政策課企画政策係長、企画推進係長、行政改革推
進係長の兼務を解く 北島貴光
▼地域協働推進課主幹 内田真樹子
▼財政課主幹 後藤将人
▼税務課主幹 森谷満
▼総務課行政係長 小川真
▼企画政策課企画政策係長 半田和気
▼企画政策課企画推進係長（兼）行政改革推進係長
芳賀昌史
▼地域協働推進課防災係長 本間貴史
▼財政課財政係長 阿部航大
▼財政課契約管財係長 松本祐也
▼税務課資産税係長 工藤貴弘
▼地域協働推進課広報広聴係主任 門間亮太
▼企画政策課企画推進係主事 大橋拓也
▼地域協働推進課防災係主事 小坂尚平
▼財政課契約管財係主事 青木優高
▼総務課車両管理係主任（再任用更新）榎並英二

総

◎余市町発令

人事異動（４月１日付）

申込書の請求・提出・問合せ
余市町 総務部総務課 人事厚生グループ ☎２１- ２１１１
〒０４６- ８５４６ 余市町朝日町２６番地

▼子育て・健康推進課中央保育所技師 長谷川梨乃
▼子育て・健康推進課中央保育所技師 川口芹菜
▼保険課医療係主事 渡邊隆寛
▼保険課医療係主事 窪田香
▼保険課介護保険係主事 長船晃汰
▼福祉課福祉センター主任（兼）福祉センター入舟分館
主任（再任用）小俣芳則
▼福祉課老人福祉センター主任（再任用更新）堀内学

採用予定日 令和元年７月１日
受験資格
土木技師：昭和５９年４月２日以降に生まれた方でかつ、次の要件のいずれかに該当する方
①学校教育法による大学、短期大学、専門学校または高等専門学校、高等学校を卒業した方で、
土木に関する学科を専攻・履修した方
②土木施工管理技士の資格２級以上を有する方
運転技師：昭和５４年４月２日以降に生まれた方でかつ、大型自動車免許、大型特殊免許を有し、車両系建
設機械運転技能講習を修了した方
試 験 方 法 土木技師：論文・面接試験
運転技師：作文・面接試験・実技試験
試 験 日 時 令和元年５月１９日（日）予定 ※詳細については、後日連絡します。
試 験 会 場 余市町役場
受
付 ５月９日（木）まで ※郵送の場合は５月９日（木）必着

▼会計管理者（併）会計課長 秋元直人
▼会計課主幹（兼）管理係長 大澤秀人
▼出納係長 兼重葉月

▼子育て・健康推進課主幹 原田孝嗣
▼子育て・健康推進課大川保育所長 春木祐二
▼子育て・健康推進課中央保育所長（兼）黒川児童館長
高松久
▼子育て・健康推進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
▼保険課主幹 西本さつき
▼保険課主幹 石川智子
▼福祉課戸籍住民係長 小松暁
▼福祉課福祉係長 金田直也
▼子育て・健康推進課健康推進係長 髙田有紀子
▼子育て・健康推進課栄養指導係長 干場早紀子
▼子育て・健康推進課事務係長 石岡孝弘
▼子育て・健康推進課子育て推進係長 石黒未来
▼子育て・健康推進課大川保育所主任保育士 小林啓子
▼子育て ・健康推進課中央保育所主任保育士 伊藤由佳理
▼保険課医療係長 住吉孝之
▼保険課介護保険係長 佐藤健志
▼保険課介護認定係長 中島菊美
▼子育て・健康推進課健康推進係主査 富樫康子
▼子育て・健康推進課健康推進係主査 橋本美貴子
▼子育て・健康推進課大川保育所主査 大場一恵
▼子育て・健康推進課大川保育所主査 阿部由香
▼子育て・健康推進課中央保育所主査 津司牧子
▼子育て・健康推進課中央保育所主査 芳賀俊恵
▼子育て・健康推進課黒川児童館主査 八重樫朱美
▼子育て・健康推進課沢町児童館主査（兼）黒川児童館
主査 菅原久美子
▼保険課介護認定係主査 荒井桂子
▼福祉課戸籍住民係主任 小玉瑶子
▼子育て・健康推進課健康推進係主任 工藤瑠
▼福祉課戸籍住民係主事 隅本美優
▼福祉課戸籍住民係主事補 横山早紀
▼福祉課福祉係主事 山本涼平
▼福祉課福祉係主事 北村佳輝
▼子育て・健康推進課健康推進係技師 竹内碧
▼子育て・健康推進課健康推進係技師 宇野麻琴
▼子育て・健康推進課栄養指導係技師 高田千里
▼子育て・健康推進課子育て推進係主事 笹山ひかり
▼子育て・健康推進課大川保育所技師 中井三由紀
▼子育て・健康推進課大川保育所技師 白鳥早希

◎余市町監査委員発令
▼監査係主任（再任用更新）澤辺成徳

◎余市町選挙管理委員会発令
▼（併）選挙係長 荒井拓之介
▼選挙係長の併任を解く 栗田一平

◎余市町公営企業発令

遣

▼水道課長 中村利美
▼業務係長の兼務を解く 当宮光裕
▼水道課業務係長 塚原祐輔

◎派

▼北後志衛生施設組合派遣 古山尚志
▼北しりべし廃棄物処理広域連合派遣（更新）大森直也
▼北海道派遣 山本康介

◎３月 日退職者 ※（
）前職
▼ 須藤明彦（民生部長）
▼ 久保宏（経済部長）
▼ 亀尾次雄（建設水道部長）
▼ 小俣芳則（教育委員会教育部長）
▼ 松原厚子（会計課主幹（兼）出納係長）
▼ 木村律子（教育委員会社会教育課主幹（兼）中央公民館長
（兼）町民会館長）
▼菅野秀則（建設水道部建設課技術係主任）
▼ 秋山岬（教育委員会社会教育課図書館係主事）
▼ 川村里江（教育委員会黒川小学校給食調理員）
▼ 大川美知子（教育委員会登小学校給食調理員）
◎３月 日再任用職員任期満了 ※（
）前職
▼ 内藤雅悟（総務部総務課交通安全係主任）
▼ 飯野徹郎（民生部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）
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～令和元年度 余市町職員 （土木 ・ 運転技師） 採用試験のご案内～
【総務課からのお知らせ】

