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所　属 氏　名 前所属

総務課
副課長（行政班長） 石田　賢一
主幹（秘書広報班長） 加瀬　淳一 住民課
秘書広報班 椎名　康介 環境防災課
企画空港課
課長 平山　貴之 企画財政課
企画政策班長 熱田　和信 企画財政課
企画政策班 平澤　淳子 企画財政課
　〃 村田　浩子 企画財政課
　〃 越川健太郎 総務課
　〃 大村　美香 企画財政課
　〃 岩澤　知明 総務課
　〃 森　　啓和 企画財政課
空港班長 宇井　兼一 環境防災課
空港班 鴇田須美子 企画財政課
　〃 平山　里香 企画財政課
　〃 糸川　良太 総務課
財政課
課長 椎名富士男 教育課
副課長（財政班長） 郡司　　勇 企画財政課
財政班 宮薗あや子 企画財政課
　〃 遊馬　敏明 福祉課
　〃 勝又　　拡 企画財政課
　〃 越川　　藍 企画財政課
管財班長 細川　　明 企画財政課
管財班 吉田　輝久 社会文化課
　〃 渡部　芽依 企画財政課
　〃 矢口　貴正 企画財政課
環境防災課
防災班 早川　保明 産業振興課
　〃 伊藤　裕弥 税務課
環境班 佐藤　秀明 新採用
　〃 初島　圭佑 産業振興課
税務課
課長 鈴木　正広 総務課
主幹（住民税班長） 畔蒜　弘美 産業振興課
住民税班 川口　千秋 農業委員会
　〃 實川　純也 福祉課
主幹（資産税班長） 若梅　吉伸
収納対策班 岩澤　良江 東陽病院
　〃 川島　文夫 教育課
住民課
課長 大木　敏江
住民班長 越川美智子
住民班 伊藤美智代 税務課
　〃 矢城　崇幸 新採用
副課長（国保年金班長） 小川　健二 社会文化課
国保年金班 塩盛　綾子 健康こども課
　〃 菅澤　純輝 新採用
産業課
農政班 櫻井　宏信 企画財政課
　〃 小川　郁弥 新採用
主幹（経済班長） 鵜澤　順一 企画財政課
農地整備班長 加瀬　真宏 都市建設課
農地整備班 鈴木　健一 環境防災課
都市建設課
建設班 平野　祐博 新採用
管理計画班 宇井　喜宏 税務課
福祉課
社会福祉班長 川口　喜之
社会福祉班 椎名　圭子 社会文化課
　〃 伊藤　仁美 税務課

所　属 氏　名 前所属

社会福祉班 板倉　秀樹 新採用
障害福祉班 岩井　恵輔 新採用
介護班 鈴木　綾子 東陽病院
健康こども課
こども班長 伊藤　義裕 産業振興課
こども班 佐久間史子 福祉課
副課長（健康づくり班長） 野村　浩光
健康づくり班 山口　知子 東陽病院
　〃 徳安　汐音 新採用
大総保育所長 椎名　文江
横芝保育所長 秋山　章子 大総保育所
上堺保育所長 鈴木　千秋 横芝保育所
食肉センター
主幹（総務班長） 高宮　芳宏 産業振興課
出納室
出納班 安藤　美幸 住民課
教育課
課長 椎名　雄一 税務課
主幹（総務班長） 平山　昭彦 社会文化課
総務班 椎名　正英 環境防災課
　〃 上原　早貴 住民課
教職員・指導室長　 石井　圭次
教職員・指導室 荒田　慎吾 横芝中学校
社会文化課
副課長（生涯学習班長） 行方　大実 福祉課
生涯学習班 坂本　　洸 教育課
施設管理班長 實川　　光 都市建設課
施設管理班 小野　晃司 企画財政課
議会事務局
局長 市原　通雄 住民課
事務局 土屋　史治 住民課
農業委員会
事務局 椎名　悦子 出納室
東陽病院
主幹（医事班長） 土屋　裕子 健康こども課
総務班 遠藤　里菜 新採用
内科医長 西原　弘嗣 新採用
医療技術部 巻淵麻沙美 新採用
看護部 小林　　愛 新採用
　〃 木原みなみ 新採用
　〃 岩井　隆信 新採用
　〃 安達　悠華 新採用
　〃 小松友莉香 新採用
　〃 関　恵里花 新採用
　〃 山川千寿佳 新採用
　〃 杉村知枝美 新採用
　〃 神保　　愛 新採用
宮城県山元町
派遣 向後　博之 食肉センター
退職者

堀越　健一 企画財政課
郡司　民夫 議会事務局
岡田　宏子 健康こども課
伊藤　享子 健康こども課
八巻　隆介 教育課/東金北中学校へ
早川　文子 健康こども課
田中美智子 福祉課/再任用へ
齋藤あけみ 東陽病院
伊藤美江子 教育課/再任用へ
林　千恵子 東陽病院/再任用へ
大木美佐江 東陽病院
川島美由紀 東陽病院

所属の異動のみ
抜粋し掲載して
います。
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