人事異動

平成 24 年
4 月 1 日付
市 職 員
人事異動

【教育部】▶教育総務課主幹 成田
利江（総務企画部総務課主幹）▶
教育総務課伊豆長岡学校給食セン
【総務企画部】▶財務課主幹 原雅
▶都市整備部長 塩谷昭一（教育
ター所長兼大仁学校給食センター
之（総務企画部総務課副主幹）▶
部長）▶環境・農政部長 平井正
所長・主幹 杉山和弘（教育部学
総務課主幹 菊地昌宏（総務企画
之（保健福祉部健康づくり課長）
校教育課長岡給食センター所長・
部財務課副主幹）▶総務課主幹
▶教育部長 松本信秀（総務企画
主幹）▶教育総務課韮山学校給食
望月昌浩（総務企画部契約検査課
部総務課長）▶総務企画部参与（伊
センター所長・主幹 小池一夫（教
主幹）▶総務課主幹 宮崎克己（総
豆の国市社会福祉協議会出向）岩
育部学校教育課大仁給食センター
本和泰（総務企画部総務課付課長） 務企画部契約検査課主幹）
所長・副主幹）▶幼児教育課主幹
【市民生活部】▶課税課主幹 土屋
原明美（保健福祉部高齢者支援
課長
勝彦（総務企画部政策企画課まち
課主幹）▶社会教育課主幹 山本
づくり推進室副主幹）▶徴収対策
昭彦（保健福祉部社会福祉課主幹）
課主幹 渡辺忠勝（静岡県沼津財
【総務企画部】▶政策企画課長 名
▶社会教育課主幹図書館長 相原
波由雅（都市整備部都市計画課長） 務事務所納税第１課納税第１班長）
裕幸（観光・文化部観光商工課企
▶徴収対策課主幹 小澤悟志（都
▶総務課長 萩原啓彰（韮山支所
業誘致室長・主幹）
市整備部上下水道課副主幹）▶地
市民課長兼防災監）▶情報システ
域安全課主幹 宮口広明（環境・
ム課長 杉山清（環境・農政部広
副主幹以下
農政部農業振興課副主幹）▶地域
域廃棄物処理対策室長）
安全課主幹 稲葉寿夫（教育部社
【環境・農政部】▶広域廃棄物処理
【総務企画部】▶秘書広報課主査
会教育課主幹）▶地域安全課主幹
対策室長 吉村正信（総務企画部
山口新哉（市民生活部地域安全課
鈴木伸芳（観光・文化部文化振
情報システム課長）
主査）▶政策企画課副主幹 芹沢
興課主幹）
【保健福祉部】▶社会福祉課長 井
豊孝（都市整備部建設課副主幹）
【環境・農政部】▶環境衛生課主幹
口馨（保健福祉部国保年金課長）
▶総務課副主幹 土方悟（教育部
後藤正勝（都市整備部都市計画
▶高齢者支援課長 萩原智至（保
社会教育課副主幹）▶総務課副主
課主幹）▶環境衛生課主幹 小野
健福祉部社会福祉課長）▶健康づ
幹 今村敦仁（教育部教育総務課
優（総務企画部契約検査課主幹）
くり課長 白井みち代（保健福祉
施設整備室副主幹）▶総務課主査
【保健福祉部】▶社会福祉課主幹
部健康づくり課健康マネジメント
平井仁史（都市整備部都市計画
高久秀一（都市整備部都市計画課
室長保健師・主幹）▶国保年金課
課住宅管理室主査）▶総務課主査
主幹）▶高齢者支援課主幹 佐藤
長 半田和則（市民生活部地域安
田中善夫（保健福祉部社会福祉
政志（市民生活部課税課主幹）▶
全課市民協働室長・主幹）
課主査）▶総務課主査 森野由香
高齢者支援課主幹 相磯恭子（環
【観光・文化部】▶世界遺産推進課
理（教育部幼児教育課主査）▶総
境・農政部農業振興課主幹）▶健
長 菊地雅秋（総務企画部政策企
務課主査 高梨優子（市民生活部
康づくり課主幹 池谷昭子（教育
画課長）
徴収対策課主査）▶情報システム
部学校教育課主幹）▶国保年金課
【都市整備部】▶都市計画課長 水
課主査 海瀬茜（観光・文化部観
野清（保健福祉部高齢者支援課長） 主幹 川口浩司（保健福祉部国保
光商工課主査）
年金課副主幹）
▶上下水道課長 大津勝彦（都市
【市民生活部】▶市民課副主幹 土
【観光・文化部】▶世界遺産推進課
整備部上下水道課主幹）
屋愛子（保健福祉部国保年金課副
主幹 森島浩（観光・文化部文化振
【韮山支所】▶市民課長 神田武久
主幹）▶課税課副主幹 清水重貴
興課歴史資源活用推進室長・主幹）
（都市整備部上下水道課長）
（保健福祉部国保年金課副主幹）▶
【都市整備部】▶上下水道課主幹
▶会計課長 菊池友宏（総務企画
課税課副主幹 夏目健次（総務企
高橋博美（環境・農政部環境衛生
部契約検査課長）▶監査委員事務
画部秘書広報課副主幹）▶国保年
課循環型社会推進室長・主幹）
局長 相川健（会計課長）
金課主査（静岡県後期高齢者医療
【教育部】学校教育課長 勝呂克彦 【韮山支所】▶市民課主幹 大井辰
広域連合派遣） 土屋真樹（総務企
雄（総務企画部総務課主幹）
（県教育委員会から着任）
部長

17

主幹級
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平成 24 年 4 月 1 日付けで人事異動を行いました。
表記は、▶新所属および職名 氏名（旧所属および職名）の順です。
退職者は、▶氏名（旧所属および職名）の順です。
総務課
画部情報システム課主査）▶国保
年金課主査 井澤憲裕（静岡県後
期高齢者医療広域連合）▶徴収対
策課主任主事（静岡県沼津財務事
務所派遣） 勝又悠（市民生活部課
税課主事）▶市民課主事 川口瞳
（新規）▶徴収対策課主事 髙井健
悟（新規）
【環境・農政部】▶環境衛生課主査
後藤源広（韮山支所市民課主査）
▶農業振興課副主幹 野極史子（保
健福祉部高齢者支援課副主幹）▶
農業振興課主事 浅香広明（新規）
【保健福祉部】▶社会福祉課主査
川口瑞樹（保健福祉部健康づくり
課健康マネジメント室主査）▶社
会福祉課主査 中原稔（環境・農
政部環境衛生課主査）▶障がい福
祉課副主幹 広岡くみ子（韮山支
所市民課副主幹）▶高齢者支援課
主事 小野塚佳那子（新規）▶国保
年金課主事 長村麻菜美（新規）
【観光・文化部】▶観光商工課主査
鈴木悠介（市民生活部徴収対策
課主査）▶文化振興課副主幹 平
井良忠（保健福祉部高齢者支援課
副主幹）▶世界遺産推進課副主幹
秋山貴宏（市民生活部地域安全
課副主幹）▶世界遺産推進課副主
幹 大沼美香子（観光・文化部文
化振興課歴史資源活用推進室主査）
▶世界遺産推進課学芸員・主査
山田康雄（都市整備部都市計画課
主査）▶観光商工課主事 露木翔
（新規）
【都市整備部】▶都市計画課副主幹
野田和彦（韮山支所市民課副主
幹）▶都市計画課主査 長谷川健
也（総務企画部契約検査課主査）
▶都市計画課主任主事 中川真紀
（総務企画部総務課主任主事）▶建
設課副主幹 住谷友樹（都市整備
部上下水道課副主幹）▶建設課主
査 山崎隆（環境・農政部環境衛

生課韮山リサイクルプラザ主査）
▶都市計画課主事 相原裕太郎（新
規）▶上下水道課主事 渡辺真臣
（新規）
【韮山支所】▶市民課主査 柴田直
代（総務企画部総務課主査）▶市
民課主査 杉崎崇（教育部社会教
育課主査）
【教育部】▶教育総務課主任主事
佐藤友美（市民生活部市民課主任
主事）▶学校教育課副主幹 落合
陽子（議会事務局副主幹）▶教育
総務課副主幹 住谷一枝（教育部
学校教育課副主幹）▶幼児教育課
副主幹 内田洋二（大仁支所市民
課副主幹）▶社会教育課主査 高
井和哉（市民生活部徴収対策課主
査）▶社会教育課主査 堤竜也（観
光・文化部文化振興課主査）
▶議会事務局主査 小野間いづみ
（市民生活部課税課主査）
保育園・幼稚園
▶長岡保育園保育士・主査 和田
明美（堀越保育園保育士・主査）
▶長岡保育園保育士・主事 土屋
司（のぞみ幼稚園教諭・主事）▶
長岡保育園保育士・主事 下村優
（のぞみ幼稚園教諭・主事）▶堀越
保育園保育士・主査 坂倉由貴子
（ひまわり保育園保育士・主任主事）
▶堀越保育園保育士・主事 内田
優花（富士美幼稚園教諭・主事）
▶ひまわり保育園保育士・主査
鈴木和代（共和幼稚園教諭・主査）
▶ひまわり保育園保育士・主任主
事 佐藤春奈（富士美幼稚園教諭・
主任主事）▶長岡幼稚園主任教諭・
副主幹 金子祥子（韮山西幼稚園
主任教諭・副主幹）▶長岡幼稚園
教諭・主査 小山由紀（長岡保育
園保育士・主査）▶共和幼稚園長・
副主幹 土屋真澄（韮山西幼稚園
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長・副主幹）▶共和幼稚園教諭・
主任主事 松村祥子（大仁東幼稚
園教諭・主任主事）▶共和幼稚園
教諭・主任主事 杉﨑さやか（韮
山西幼稚園教諭・主任主事）▶共
和幼稚園教諭・主任主事 上杉優
子（韮山西幼稚園教諭・主任主事）
▶富士美幼稚園教諭・主査 大矢
朋美（長岡幼稚園教諭・主査）▶
富士美幼稚園教諭・主事 日吉亜
沙美（長岡保育園保育士・主事）
▶のぞみ幼稚園長・副主幹 月ヶ
洞育代（のぞみ幼稚園長兼大仁東
幼稚園長・副主幹）▶大仁東幼稚
園長・副主幹 井上美香（共和幼
稚園長・副主幹）▶長岡幼稚園教諭・
主事 三上美里（新規）▶富士美
幼稚園教諭・主事 野方美里（新規）
退職者等
▶川口重美（都市整備部長）▶渡
邊広明（環境・農政部長）▶内田
英夫（監査委員事務局長）▶足立
稔（市民生活部市民課主幹）▶長
谷川龍雄（韮山支所市民課主幹）
▶牧野裕司（都市整備部建設課主
幹）▶米山武（教育部学校教育課
韮山給食施設所長・主幹）▶佐野
徹（教育部社会教育課図書館主幹）
▶篠塚一雄（環境・農政部環境衛
生課清掃センター）▶水口盛夫（環
境・農政部環境衛生課）▶岡ノ谷
恭子（長岡保育園保育士）▶古長
谷あかね（長岡幼稚園主任教諭）
▶織田康子（韮山西幼稚園教諭）▶
県教育委員会へ帰任：韮山小学校
長 山田英二
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