政策企画課副主幹 赤畑浩志︵福祉課副主幹︶

課副主幹︶
障がい福祉課主査 矢岸敏子︵福祉課主査︶

課主査︶

勝彦︵企画課企業誘致室副主幹︶
援課主任主事︶

高齢者支援課主査 水野由美子︵高齢者支

障がい福祉課主査 内田妙子︵福祉課主査︶

年４月１日付の市職員の異動は︑次の通りです︒

政策企画課まちづくり推進室主任主事

平成

前田明秀︵観光商工課主事︶

障がい福祉課主査 近藤静香︵福祉課主査︶

社会福祉課子育て支援室長・主幹 今井惠

高齢者支援課保健師・主査

土屋

子︵国保年金課主幹︶
財務課主査
齢者支援課保健師・主任主事︶

政策企画課まちづくり推進室副主幹

■ 部長級 ■
障がい福祉課保健師・主幹
総務課副主幹 小川和弘︵総務課主査︶

伊豆の国市 人事異動

総務企画部長 鈴木俊治︵企画部長︶
祉課保健師・主幹︶
情報システム課主任主事
健康づくり課保健師・主査

＊表記は新所属︑氏名︵旧所属︶の順

市民生活部長兼韮山支所長兼大仁支所長
健康づくり課健康 マネジメント室長保健師・主

障がい福祉課主幹
システム課主事︶
康づくり課保健師・主任主事︶

齊藤佳子︵福祉課主幹︶

田中秀次︵管財課主査︶
冨田倫員︵情報

古野真実子︵高

高齢者支援課主査 小松恭子︵福祉課主任主事︶

高橋由佳︵健

沖出仁未

佐々木理紗子︵総

務課主任主事︶

勝又悠︵社会教育課主事︶

高齢者支援課主査 駒坂昭夫︵ クリーン課主査︶

齋藤昭三︵総務部税務課長︶
幹 白井みち代︵健康づくり課保健師・主幹︶

市民課主任主事 佐藤友美︵市民サービス
健康づくり課主任主事

西島圭美︵管財課副主幹︶

保健福祉部長 植松二夫︵市民部長兼韮山

環 境 衛 生 課 循 環 型 社 会 推 進 室 長・ 主 幹
課主事︶
相原裕幸
課税課主事

観光商工課企業誘致室長・主幹
健康づくり課保健師・主任主事

財務課副主幹

渡邊広明︵環境部長︶
高橋博美︵クリーン課主幹︶

田中輝美︵福

環境・農政部長
八木基之︵観光産業部長︶
徴収対策課主任主事 芹澤友樹︵総務課主
︵健康づくり課保健師・主事︶

塩谷昭一︵教育総務課長︶

支所長兼大仁支所長︶
観光・文化部長

任主事︶

教育部長
文 化 振 興 課 歴 史 資 源 活 用 推 進 室 長・ 主 幹

議会事務局長 相原健次︵監査委員事務局長︶ ︵企画課企業誘致室長・主幹︶

■ 課長級 ■

国保年金課主事

土屋かさね︵税務課主事︶
西島裕

杉山博克︵建設課主査︶

環境衛生課循環型社会推進室主査

環境衛生課主査

国保年金課副主幹 萩原鉄也︵国保年金課主査︶

川口瑞樹︵教育総務課施設整備室主査︶

土屋尚子︵健康づくり課主査︶

野田和彦︵韮山市

酒井圭一︵市

山口新哉︵市民サービス

課主査︶

健康づくり課健康マネジメント室副主幹

地域安全課副主幹

文化振興課歴史資源活用推進室主幹

小坂高一郎︵安全対策

森島浩︵税務課徴収対策室長・主幹︶

朝倉大雅︵高齢者支援課主幹︶
永岡

契約検査課長 菊池友宏︵建設課主幹︶
課税課長
純一︵社会教育課主幹︶
地域安全課主査

健康づくり課健康マネジメント室主査

勝村宏樹︵企画課主幹︶

地域安全課副主幹 秋山貴宏︵安全対策課主査︶

徴収対策課長
都市計画課主幹

小野田勝文︵観光商工課長︶

地域安全課長兼防災監 小林泰裕︵ 管財課長︶

課主査︶
民サービス課主事︶
韮山支所市民課副主幹
文化振興課主査 堤竜也︵文化振興課主任主事︶

也︵安全対策課主査︶
文化振興課歴史資源活用推進室学芸員・主査

大仁支所市民課主査 中原真紀︵総務課主査︶

社会福祉課副主幹 勝村孝子︵教育総務課

工藤雄一郎︵社会教育課学芸員・主任主事︶

民サービス課主査︶

室主幹︶
韮山中学校副主幹︶

鈴木久美子︵税務課徴収対策

地域安全課市民協働室主事

小澤竜哉︵都市計画課土
仁科清文

都市計画課主幹
地対策室副主幹︶

小森茂︵安全

︵上下水道課主幹︶

対策課長兼防災監︶

大仁支所市民課長兼防災監

上下水道課主幹

都市計画課住宅管理室長・主幹

井村美夫︵図書館長︶
会計課主幹

障 がい福祉課長 長谷川勉
︵市民 サービス課長︶

観光商工課長
星合省吾︵検査室長︶
後藤正勝︵企画課主幹︶

監査委員事務局長 内田英夫︵環境政策課長 ︶

教育総務課長
■ 主幹級 ■
学校教育課主幹 池谷昭子︵教育総務課主幹︶

財課主査︶
会計課主任主事
主事︶

建設課主事

田内恭平

水口俊平

秋山みほ︵総務課主

多田多美重︵建設課主任

教育総務課主任主事

建設課主事

任主事︶

平井仁史︵管

政策企画課まちづくり推進室長・主幹
︵福祉課主査︶
夏目里美

都市計画課住宅管理室主査

社会教育課図書館長・主幹
社会福祉課子育て支援室主査

大竹友美︵田

小島達彦︵環境政策

障がい福祉課副主幹 古屋和義
︵福祉課副主幹︶

︵福祉課主査︶

柏木友美

会事務局主幹︶

社会福祉課子育て支援室主査

西島功︵都市計画課主幹︶

藤井惣雄︵議

市民課主幹 足立稔︵都市計画課主幹︶
議会事務局主幹 増島清二︵安全対策課主幹︶

■ 副主幹級以下 ■

徴収対策課主幹 大森英俊︵環境政策課副
主幹︶
塩谷敏之︵こども育成

秘書広報課副主幹 夏目健次 ︵秘書広報課主査︶

障がい福祉課副主幹

半田和則
政策企画課副主幹

地域安全課市民協働室長・主幹

田京幼稚園教諭・主任主事

︵国保年金課主幹︶

ひまわり保育園保育士・主査 杉山憲子︵富

杉山純子︵韮

三 島 市︑ 伊 豆 市 及 び 伊 豆 の 国 市 電 算 セ ン

ひまわり保育園栄養士・主事

堀越保育園保育士・主事

のぞみ幼稚園教諭・主事

川口さおり

三須愛美

山本哲也

タ ー 協 議 会︵ 継 続・ 情 報 シ ス テ ム 課 主 幹 ︶

■ 平成
■ 交流職員 ■

国保年金課主査︶ 井澤憲裕

大村悦夫︵議会事務局長︶

豊竹満夫︵総務部長︶
濱口昭︵健康福祉部長︶

長澤綾香
牧野博

年度退職者等 ■
静岡県後期高齢者医療広域連合主査︵継続・

鈴木亜耶乃

文化振興課歴史資源活用推進室学芸員・主

大仁東幼稚園主任教諭・主査

阿部いずみ

学校教育課韮山小学校主査
京幼稚園教諭・主事︶

ひまわり保育園保育士・主査

山田さやか

士美幼稚園教諭・主査︶

米山あす香

ひまわり保育園保育士・主事

任主事

下村由紀

小澤雅︵韮山

山西幼稚園教諭・主査︶

共和幼稚園教諭・主事

学校教育課韮山中学校主査

︵教育総務課韮山小学校主任主事︶
︵ひまわり保育園保育士・主任主事︶
■ 派遣職員 ■

田京幼稚園教諭・主事

市民サービス課主査︶
長岡幼稚園主任教諭・副主幹

総務課付︶岩本和泰

伊豆の国市社会福祉協議会事務局長︵継続・

渡邊文子

諸伏紗夢︵長岡幼

鈴木和代︵共和幼

白石規予子︵共

友部あかね

学校教育課給食センター栄養士・主査
長岡幼稚園教諭・主任主事

︵大仁東幼稚園主任教諭・副主幹︶

川

口由佳︵教育総務課給食センター栄養士・
菅沼哲︵大仁市民サー
共和幼稚園教諭・主査

和幼稚園教諭・主任主事︶

主任主事︶
幼児教育課副主幹
ビス課副主幹︶
共和幼稚園教諭・主事

稚園教諭・主任主事︶

渡邉直樹︵税務課主査︶

■ 保育園・幼稚園職員︵幼児教育課︶■
稚園教諭・主事︶

社会教育課主査
長岡保育園主任保育士・副主幹
富士美幼稚園主任教諭・副主幹

古屋恵美

子︵堀越保育園主任保育士・副主幹︶

三枝和則︵教育部長︶

矢田昌秀︵伊豆の国
市社会福祉協議会主任主事︶

古屋節子︵こども育成課主幹︶

地域安全課主任主事
■ 帰任職員 ■

佐藤和子︵会計課主幹︶

士美幼稚園教諭・主任主事︶

徴収対策課主任主事 芹澤友樹︵静岡地方

北古味順子︵富

富士美幼稚園教諭・主査

︵富士美幼稚園主任教諭・主査︶

渡邉浩子︵ひ

まわり保育園主任保育士・主査︶
岡野多希子︵の

堀越保育園主任保育士・主査
堀越保育園保育士・主査

富士美幼稚園教諭・主任主事

富樫清良︵クリーン課︶
︵高齢者支援課副主幹︶

水口みゆき︵長岡幼稚園主任教諭・副主幹︶

水野旬子︵田京幼稚園主任教諭・副主幹︶

森野博美︵長岡保育園主任保育士・主査︶

金井洋子︵堀越保育園栄養士・副主幹︶
■ 身分切替 ■

増田美奈︵総務課主査︶

福井英機

学校教育課副参事 相馬美樹子︵静岡県総

青田眞由美︵高齢者支援課看護師・主査︶
坂本利明︵環境政策課主査︶

園田道生︵韮山中学
校教諭︶

松本優︵田京幼稚園教諭・主事︶

学校教育課指導主事

合教育センター指導主事︶

伊豆の国市社会福祉協議会主幹

税滞納整理機構主任主事︶

上杉優子︵韮

杉﨑さやか

織田康子︵共和

土屋真澄︵田京

まわり保育園保育士・主任主事︶
韮山西幼稚園長・副主幹
幼稚園長・副主幹︶
韮山西幼稚園教諭・主査

韮山西幼稚園教諭・主任主事

幼稚園教諭・主査︶
︵韮山西幼稚園教諭・主事︶
韮山西幼稚園教諭・主任主事

■ 新規採用職員 ■
のぞみ幼稚園教諭・主査

建設課主事

市民課主事

髙田明日香

鈴木祥

藤田久美子︵堀越保育園保育士・主事︶

小林達也︵のぞみ幼稚園教諭・主事︶
田村みゆき︵の
ぞみ幼稚園教諭・主任主事︶

社会教育課主事

土屋亮介

校教頭に身分切替︶

平野好一︵学校指導課指導主事︑韮山中学

校校長に身分切替︶

石井恒男︵学校指導課副参事︑長岡南小学

梅原朋美︵田京幼稚園教諭・主事︶

土居真奈︵財政課主事︶
山下拓己

小玉憲明
下村優︵堀越保
大川博美︵韮山西幼

のぞみ幼稚園教諭・主事
育園保育士・主事︶
田京幼稚園長・主幹

土屋真

岡田拓海
大仁支所市民課主事

太田元気

国保年金課主事
田京幼稚園主任教諭・主査

障がい福祉課主事

稚園長・主幹︶
ぞみ幼稚園主任教諭・主査︶

金子明美︵の

観光商工課企業誘致室主事

課税課主事

山西幼稚園教諭・主事︶

長倉八映︵ひ
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ぞみ幼稚園教諭・主査︶

誓いの言葉を宣べる新規採用職員

