
南三陸にゅーすMINAMISANR IKU  NEWS

　４月１日付けで、全国の自治体から38人の新規派遣職員が着任しました。継続で派遣いただいている職員を含めると、
総勢81人（45団体）の応援をいただいています。派遣元の自治体、人数は次のとおりです。

青森県つがる市（１人）、宮城県（14人）、宮城県仙台市（１人）、宮城県白石市（１人）、宮城県登米市（２人）、宮城県栗原市（１人）、宮
城県蔵王町（１人）、山形県庄内町（１人）、茨城県常陸大宮市（１人）、埼玉県さいたま市（１人）、埼玉県新座市（１人）、東京都（２人）、
東京都世田谷区（３人）、東京都葛飾区（１人）、神奈川県（２人）、神奈川県横浜市（２人）、神奈川県川崎市（２人）、神奈川県茅ケ崎
市（１人）、神奈川県三浦市（１人）、愛知県豊橋市（２人）、愛知県豊川市（１人）、愛知県蒲郡市（１人）、愛知県新城市（１人）、愛知県
田原市（１人）、愛知県大口町（１人）、兵庫県（11人）、兵庫県神戸市（１人）、兵庫県西宮市（３人）、兵庫県洲本市（１人）、兵庫県相生
市（１人）、兵庫県豊岡市（１人）、兵庫県加古川市（１人）、兵庫県宝塚市（２人）、兵庫県川西市（１人）、兵庫県篠山市（１人）、兵庫県南
あわじ市（１人）、兵庫県たつの市（１人）、鳥取県智頭町（１人）、鳥取県湯梨浜町（１人）、鳥取県琴浦町（１人）、山口県長門市（１人）、
佐賀県多久市（１人）、長崎県南島原市（１人）、宮崎県都城市（１人）、鹿児島県伊佐市（３人）

派遣職員についてのお知らせ

課長補佐兼生涯学習係長
佐藤勉

（復興事業推進課長補佐兼住宅再建支援係長）

図書館
（兼）館長
三浦勝美（町民福祉課長（併）歌津公民館長）

（兼）主任
佐藤勉

（復興事業推進課長補佐兼住宅再建支援係長）

志津川公民館
（兼）主事
山内直人（管財課主事）

入谷公民館
主事
山内直人（管財課主事）

歌津公民館
主事
山内舞（町民税務課主事）

議会事務局
総務係長兼議事調査係長
小野寛和（企画課企画情報係長）

選挙管理委員会事務局
（併）書記長
髙橋一清（産業振興課長）
書記
首藤輝久（産業振興課主事）

（併）書記
髙見莉央（総務課主事）

農業委員会事務局
（併）農業委員会事務局長
及川明（上下水道事業所長）

南三陸病院
事務部総務課	 	
参事兼会計係長事務取扱
後藤正博（課長補佐兼会計係長）

診療部
主任理学療法士
小野寺千鶴（理学療法士）
理学療法士
菅原理（りあす訪問看護ステーション理学療法士）

看護部	 	 	
看護副部長兼病棟勤務室看護師長
三浦恵美子（病棟勤務室看護師長）
看護副部長兼手術室看護師長兼中央材料室
看護師長兼医療安全管理室看護師長
須藤直子（手術室看護師長）
地域医療連携室長
及川郁子（地域医療連携室主任看護師）	
病棟勤務室主任看護師
佐々木江梨（病棟勤務室看護師）
病棟勤務室主任看護師
佐藤久美子（病棟勤務室看護師）
外来勤務室主任看護師
齋藤広美（外来勤務室看護師）
外来勤務室看護師
星和加子（病棟勤務室看護師）
外来勤務室看護師
千葉志帆（病棟勤務室看護師）
病棟勤務室看護師
久保田祐美（りあす訪問看護ステーション看護師）

りあす訪問看護ステーション
理学療法士
菊地明宏（南三陸病院診療部理学療法士）

再任用職員の任期更新
町民税務課主事　佐藤文子
農林水産課上席主幹　横山孝明
農林水産課上席主幹　佐藤通
建設課技術主幹　三浦源一郎
歌津総合支所上席主幹　佐藤秀一
南三陸病院診療部臨床検査技師　佐藤正子
南三陸病院看護部看護師　星愛子
南三陸病院看護部看護師　西城加代子
南三陸病院看護部看護師　高橋きよ江

新規採用職員
正規職員
農林水産課主事　菅原大雅
教育総務課副参事兼指導主事　昆野光行
生涯学習課主事　大内望咲
図書館主事　小林朱里
南三陸病院事務部総務課主査　赤川直人
南三陸病院診療部外科医長　早坂研

南三陸病院診療部臨床検査技師　三浦真衣子
南三陸病院診療部歯科衛生士　佐藤優衣
南三陸病院看護部看護師　山内優規
南三陸病院看護部看護師　小野寺貴洋
南三陸病院看護部看護師　佐藤いずみ
南三陸病院看護部准看護師　大森美咲
りあす訪問看護ステーション准看護師　阿部一枝
再任用職員	 	
町民税務課上席主幹　芳賀俊幸
伊里前保育所技師　菅原郁子
上下水道事業所技師　渡辺悟
学校給食センター技師　山内洋子
伊里前小学校技師　佐藤弘
監査委員事務局主幹兼総務係長　阿部慶彦
南三陸病院診療部管理栄養士　岩渕光子
南三陸病院看護部看護師　芳賀まさ子
南三陸病院看護部看護師　大森美子
南三陸病院看護部看護師　大森むら子

任期付職員（４月２日付け採用）
管財課上席主幹　千葉一成
町民税務課上席主幹　佐々木義文
保健福祉課上席主幹　志賀尚
建設課上席技術主幹　可野嘉裕

平成29年３月31日付け退職者
芳賀俊幸（会計管理者兼出納室長）
阿部慶彦（学校給食センター所長）
渡辺悟（上下水道事業所長補佐兼上水道係長）
星力（環境対策課長補佐）
太齋彰浩（企画課上席技術主幹兼地方創生・官
民連携推進係長）
河原正樹（教育総務課副参事兼指導主事）
佐藤素子（地域包括支援センター技術主幹兼主任）
及川茉子（建設課主事）
菅原郁子（伊里前保育所技師）
山内洋子（学校給食センター技師）
佐藤弘（伊里前小学校技師）
岩渕光子（南三陸病院診療部管理栄養士）
芳賀まさ子（南三陸病院看護部主任看護師）
大森美子（南三陸病院看護部主任看護師）
大森むら子（南三陸病院看護部主任看護師）
堀田秀子（南三陸病院看護部助産師）
後藤秀子（南三陸病院看護部看護師）
田海泉（南三陸病院看護部看護師）
遠山美智子（南三陸病院看護部看護師）

町長部局
総務課
課長
髙橋一清（産業振興課長）
上席主幹兼総務法令係長
岩淵武久（主幹兼総務法令係長）
主事
須藤美希子（出納室主事）
主事
吉田昇（復興市街地整備課）

（併）主事
首藤輝久（産業振興課主事）

企画課
震災復興企画調整監
檀浦現利

（震災復興企画調整監、地方創生・官民連携推進室長）

上席主幹兼地方創生・官民連携推進室長
山内長弘

（生涯学習課上席主幹兼生涯学習係長）

主幹兼政策調整係長
佐藤正行（政策調整係長）
主幹兼企画情報係長
首藤周（町民税務課主幹兼医療給付係長）

管財課
課長
佐藤正文（保健福祉課長補佐）
主査
石澤友基

（選挙管理委員会書記（併）総務課主査）

町民税務課
課長
阿部明広（生涯学習課長兼図書館長）
主幹兼医療給付係長
三浦峰子（教育総務課主幹兼総務管理係長）

保健福祉課
課長補佐兼高齢者福祉係長
髙橋晶子

（町民福祉課技術副参事兼生活福祉係長）

子育て支援係長
阿部好伸（こども家庭係長）
主査
菅原大樹（復興事業推進課主査）
主事
須藤新太（復興事業推進課主事）

地域包括支援センター
技術主幹兼主任
阿部徳子（技術主幹）

主事
小野泰堂（復興事業推進課主事）

志津川保育所
保育士
佐藤和樹（伊里前保育所保育士）

伊里前保育所
保育士
及川雄平（名足こども園保育士）

名足こども園
保育士
沼倉拓也（志津川保育所）

環境対策課
課長
佐藤和則（町民税務課長）
課長補佐
佐藤勉（上席技術主幹兼廃棄物対策係長）
上席技術主幹兼廃棄物対策係長
佐々木正彦

（危機管理課上席技術主幹兼住民安全係長）

農林水産課
課長
及川明（上下水道事業所長）
主幹兼農林業振興係長
氏家ひとみ（産業振興課農林業振興係長）
技術主幹兼水産業振興係長
及川浩人

（産業振興課技術主幹兼水産業振興係長）
主事
三浦千晴（産業振興課主事）

商工観光課
課長
佐藤宏明

（産業振興課長補佐兼商工業立地推進係長）
主幹兼観光振興係長
宮川舞（産業振興課主幹兼観光振興係長）
商工業立地推進係長
畠山貴博

（議会事務局総務係長兼議事調査係長）

主査
千葉和人（産業振興課主査）
主事
沼倉竜太郎（産業振興課主事）
主事
須藤まりえ（産業振興課主事）

建設課
技術補佐（土木担当）兼公営住宅管理係長
阿部彰（技術補佐（土木担当））
課長補佐（漁港・漁集担当）
千葉啓（企画課長補佐）
技術主幹
石田秀一（技術主幹兼公営住宅管理係長）
技師
佐々木正人（復興市街地整備課技師）
主事
渡邊梢（町民税務課主事）

危機管理課
課長
佐藤修一（参事）
主幹兼危機管理係長兼住民安全係長
後藤芳文（主幹兼危機管理係長）

主事
佐々木由貴（保健福祉課主事）
主事
西條和広（産業振興課主事）

復興推進課
課長
男澤知樹（復興市街地整備課長補佐）
上席技術主幹兼事業推進係長
及川幸弘

（復興事業推進課上席技術主幹兼移転促進係長）

主幹兼区画整理係長
遠藤和美

（復興市街地整備課主幹兼復興都市整備係長）
技術主査
佐藤俊介（復興市街地整備課技術主査）
主事
内海利洋（復興市街地整備課主事）

上下水道事業所
所長
糟谷克吉（復興事業推進課長）
上水道係長
小野寺洋明（下水道係長）
上席主幹兼下水道係長
菅原一巳

（保健福祉課上席主幹兼高齢者福祉係長）

出納室
会計管理者兼出納室長
三浦清隆

（総務課長兼危機管理課長（併）選挙管理委員会書記長）

主査
三浦友香（総務課主査）

歌津総合支所
総合支所長
阿部修治（総合支所長兼地域生活課長）
上席主幹兼地域振興係長
氏家浩文

（地域生活課上席主幹兼総務係長兼地域復興係
長兼町民福祉課上席主幹）
上席主幹兼住民福祉係長
及川牧子（町民福祉課上席主幹兼住民係長）
主査
齋藤雅恵（町民福祉課主査）
主事
及川美貴（地域生活課主事兼町民福祉課主事）

教育委員会
教育総務課
課長補佐兼総務管理係長
芳賀洋子（課長補佐）
主査
佐藤裕（危機管理課主査）

学校給食センター
所長
佐久間三津也

（産業振興課参事（農林行政担当）（併）農業委員会
事務局長）

生涯学習課
課長
三浦勝美（町民福祉課長（併）歌津公民館長）

町職員
人事異動

４月１日付けで町職員の
人事異動をお知らせします。

※（　）内は前所属
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