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報道発表資料 宮 城 県 登 米 市 

あふれる笑顔 豊かな自然 住みたいまち とめ 

 

  平成 31年３月 25日 

 

人事異動について 

 

平成 31 年３月 31 日付け退職及び平成 31 年４月１日付け人事異動について公表

します。 

 

 ○公表資料 

  （１）平成 31年３月 31日付け退職者（課長級以上） 

  （２）平成 31年４月１日付け人事異動（課長級以上） 

 

 

〔問い合わせ〕 

総務部人事課 

電話：0220-22-2145（直通） 

担当：佐藤 靖 



○異動者数等の概要

・平成31年3月31日現在職員数・・・（ａ） 1,408人 （男 758人 ：女 650人 ）

・退職者数 （割愛満了者2名含む）・・・（ｂ） 80人 （男 39人 ：女 41人 ）

・採用者数 （県割愛(2)、任期付(1)、医師等含む）・・・（ｃ） 61人 （男 40人 ：女 21人 ）

・平成31年4月1日現在職員数・・・（ｄ=a-b＋c） 1,389人 （男 759人 ：女 630人 ）

・異動者数・・・（ｅ） 467人 （男 294人 ：女 173人 ）

・異動割合・・・（ｆ=e/d） 33.6% （男 38.7% ：女 27.5% ）

（異動者数）

部長職 2人 （男 2人 ：女 0人 ）

次長職 7人 （男 7人 ：女 0人 ）

課長職 55人 （男 40人 ：女 15人 ）

課長補佐以下 403人 （男 245人 ：女 158人 ）

計 467人 （男 294人 ：女 173人 ）

※退職者 80人 を除く

※新規採用職員 61人 を含む

（異動者部局毎内訳）

所属人数
H31.4.1

異動者
H31.4.1

市長部局 600人 256人 42.7% （男 160人 ：女 96人 ）

教育委員会部局 120人 38人 31.7% （男 16人 ：女 22人 ）

議会 7人 4人 57.1% （男 2人 ：女 2人 ）

選管 0人 0人 -- （男 ：女 ）

監査委員 4人 1人 25.0% （男 0人 ：女 1人 ）

農業委員会 12人 3人 25.0% （男 2人 ：女 1人 ）

消防 154人 71人 46.1% （男 69人 ：女 2人 ）

水道 26人 4人 15.4% （男 3人 ：女 1人 ）

医療局 466人 90人 19.3% （男 42人 ：女 48人 ）

計 1,389人 467人 33.6% （男 294人 ：女 173人 ）

平成31年４月１日付け人事異動概要



新所属・職名 氏　名 現所属・職名

退職 佐藤　浩 市民生活部長

退職 首藤　正敏 建設部長

退職 羽生　芳文 水道事業所長

任期満了 千葉　雅弘
医療局参与（医療提供体制担当）（任期
付）

退職 遠藤　仁
総務部参事（併）選挙管理委員会事務局参
事

退職 髙橋　一紀 産業経済部次長

退職 猪岡　秀博 南方総合支所長（併）選挙管理委員会書記

退職 阿部　裕 監査委員事務局長

退職 佐々木　広喜
消防本部消防次長兼予防課長（消防司令
長）

退職 髙橋　直子
医療局登米市民病院看護部長兼経営管理部
技術参事

退職 三浦　健一
総務部市長公室法制専門監（法制係長事務
取扱）（併）議会事務局副参事（法制担
当）

退職 佐々木　秀美 市民生活部健康推進課長

退職 大内　裕子 福祉事務所中田保育所長

退職 三浦　洋一

福祉事務所迫児童館長兼登米児童館長兼中
田児童館長兼米山児童館長兼迫子育て支援
センター所長兼登米子育て支援センター所
長兼中田子育て支援センター所長兼米山子
育て支援センター所長兼津山子育て支援セ
ンター所長兼上沼児童活動センター所長

退職 星　和男

登米総合支所市民課長兼登米高齢者コミュ
ニティセンター所長兼登米障害者地域活動
支援センター所長（併）教育委員会登米教
育事務所長（併）選挙管理委員会書記

退職 江田　勝正
豊里総合支所市民課長兼豊里高齢者趣味の
交流館長（併）教育委員会豊里教育事務所
長（併）選挙管理委員会書記

退職 猪股　徹
教育委員会教育部教育総務課技術副参事
（施設整備担当）（併）会計管理室専門検
査員

退職 菅原　栄夫
教育委員会教育部活き生き学校支援室長兼
学校教育課主任指導主事

退職 伊藤　裕子 教育委員会東佐沼幼稚園長

退職 千葉　尚子 教育委員会豊里幼稚園長兼つやま幼稚園長

退職 石川　孝一郎
教育委員会西部学校給食センター所長兼北
部学校給食センター所長

（平成31年３月31日付け）

人　事　異　動
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新所属・職名 氏　名 現所属・職名

（平成31年３月31日付け）

人　事　異　動

退職 佐藤　貞幹
医療局登米市民病院副院長兼診療部泌尿器
科長

退職 畠山　美枝子
医療局米谷病院看護部看護師長兼登米市民
病院地域医療部地域医療連携室看護師長

退職 藤原　光枝 医療局豊里病院看護部総看護師長

退職 畠山　知之
医療局よねやま診療所事務局事務長兼登米
診療所事務局事務長

退職 中澤　明美 医療局よねやま診療所看護部看護師長

任期満了 浅野　雅博
医療局経営管理部地域包括ケア推進専門監
兼登米市民病院地域医療部地域医療連携室
地域包括ケア推進専門監（任期付）

任期満了 清水　るみ子
医療局登米市民病院看護部看護師長（任期
付）
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新所属・職名 氏　名 現所属・職名

市民生活部長 平山　法之 企画部次長

建設部長 千葉　清 建設部次長

会計管理者（会計管理室長事務取扱） 加藤　均 市民生活部次長兼少子化対策推進監

教育委員会教育部長 大森　國弘 会計管理者（会計管理室長事務取扱）

水道事業所長 大柳　晃 教育委員会教育部長

企画部次長 佐藤　嘉浩 教育委員会教育部次長

市民生活部次長兼少子化対策推進監 佐藤　豊
医療局経営管理部次長兼登米市民病院事務
局長

産業経済部次長 遠藤　亨
産業経済部産業振興課長兼中田農村環境改
善センター所長

建設部次長 菅原　和夫
総務部総務課長（併）選挙管理委員会事務
局次長（書記）

登米総合支所長（併）選挙管理委員会書記 小野寺　克明 東和総合支所長（併）選挙管理委員会書記

東和総合支所長（併）選挙管理委員会書記 工藤　郁夫 総務部収納対策課長

南方総合支所長（併）選挙管理委員会書記 千葉　清記 産業経済部農産園芸畜産課長

教育委員会教育部次長 永浦　広巳
福祉事務所長寿介護課長兼基幹型地域包括
支援センター所長（長寿社会係長事務取
扱）

監査委員事務局長 富士原　孝好 総務部防災課長

消防本部消防次長兼警防課長（消防司令
長）

大森　透 消防本部警防課長（消防司令長）

医療局経営管理部次長 阿部　桂一
医療局経営管理部企画課長兼登米市民病院
事務局次長

医療局登米市民病院事務局長 片岡　鉄郎 登米総合支所長（併）選挙管理委員会書記

医療局登米市民病院診療技術部栄養管理室
管理栄養士長兼経営管理部技術参事

芳賀　なおみ
医療局登米市民病院診療技術部栄養管理室
管理栄養士長兼経営管理部技術副参事

医療局登米市民病院看護部長兼経営管理部
技術参事

髙橋　真美 医療局登米市民病院看護部副看護部長

総務部総務課長（併）選挙管理委員会事務
局次長（書記）

小野寺　憲司 建設部住宅都市整備課長

総務部総務課契約専門監 髙橋　正博
市民生活部市民生活課長補佐（総合調整担
当）兼企画部企画政策課政策推進員

総務部総務課公共施設利活用専門監 箕浦　国彦
総務部総務課長補佐（公共施設総合管理担
当）（併）選挙管理委員会書記

総務部防災課長 芳賀　勝弘 農業委員会事務局次長

総務部収納対策課長 木村　浩之 総務部収納対策課長補佐兼納税係長

総務部収納対策課収納対策専門監 冨士原　幸治 総務部収納対策課長補佐兼徴収対策係長

企画部企画政策課長 遠藤　貞 教育委員会教育部学校教育課長

市民生活部市民生活課長 及川　仁
迫総合支所市民課長兼迫障害者地域活動支
援センター長（併）教育委員会迫教育事務
所長（併）選挙管理委員会書記

人　事　異　動
（平成31年４月１日付け）
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新所属・職名 氏　名 現所属・職名

人　事　異　動
（平成31年４月１日付け）

市民生活部国保年金課長 三浦　徳美 議会事務局次長（書記）

市民生活部健康推進課長 本間　洋子
市民生活部健康推進課長補佐兼地域保健係
長

市民生活部健康推進課歯科保健指導専門監
（併）医療局登米市民病院地域医療部歯科
口腔保健専門監

佐藤　晶子
市民生活部健康推進課地域包括ケア推進専
門監

環境事業所クリーンセンター所長兼衛生セ
ンター所長

大宮　兵治
市民生活部環境課長補佐兼廃棄物対策係長
兼環境事業所クリーンセンター主幹

福祉事務所長寿介護課長兼基幹型地域包括
支援センター所長

佐々木　美智恵 総務部総務課契約専門監

福祉事務所子育て支援課長 日野　裕子
石越総合支所市民課長兼石越障害者地域活
動支援センター所長（併）教育委員会石越
教育事務所長（併）選挙管理委員会書記

福祉事務所中田保育所長 上野　律子 福祉事務所石越保育所長

福祉事務所石越保育所長 猪岡　玲子 福祉事務所迫中江保育所長

福祉事務所迫児童館長兼登米児童館長兼中
田児童館長兼米山児童館長兼迫子育て支援
センター所長兼中田子育て支援センター所
長兼米山子育て支援センター所長兼津山子
育て支援センター所長兼上沼児童活動セン
ター所長

佐々木　聖
津山総合支所市民課長兼津山老人福祉セン
ター所長（併）教育委員会津山教育事務所
長（併）選挙管理委員会書記

産業経済部産業振興課長兼中田農村環境改
善センター所長

小野寺　仁 企画部企画政策課長

産業経済部産業連携推進課産業戦略専門監
（産業連携係長事務取扱）

高橋　紀元
総務部人事課副参事兼課長補佐（総合調整
担当）

産業経済部農産園芸畜産課長 千葉　昌弘 産業経済部農村整備課長

産業経済部農村整備課長 高橋　浩昭
建設部土木管理課長補佐（総合調整担当）
兼企画部企画政策課政策推進員兼会計管理
室専門検査員

産業経済部商業観光課長兼迫にぎわいセン
ター所長

菅原　正博
産業経済部農産園芸畜産課副参事兼課長補
佐兼水田農業推進係長

建設部道路課長 星　洋徳 建設部下水道課長

建設部道路課用地専門監 須田　英樹
建設部道路課長補佐（建設担当）兼会計管
理室専門検査員

建設部住宅都市整備課長 千葉　伸一
建設部営繕課長（併）医療局経営管理部企
画課技術副参事

建設部営繕課長（併）医療局経営管理部経
営企画課技術副参事

佐々木　桂
建設部営繕課長補佐（事業調整担当）兼会
計管理室専門検査員

建設部下水道課長 千葉　智浩 水道事業所水道管理課長

迫総合支所市民課長兼迫障害者地域活動支
援センター所長（併）教育委員会迫教育事
務所長（併）選挙管理委員会書記

木村　健喜
産業経済部産業連携推進課産業戦略専門監
（産業連携係長事務取扱）

登米総合支所市民課長兼登米高齢者コミュ
ニティセンター所長兼登米障害者地域活動
支援センター所長（併）教育委員会登米教
育事務所長（併）選挙管理委員会書記

加藤　孝二
産業経済部産業振興課長補佐兼林業振興係
長

豊里総合支所市民課長兼豊里高齢者趣味の
交流館長（併）教育委員会豊里教育事務所
長（併）選挙管理委員会書記

千葉　幸一 会計管理室検査専門監
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新所属・職名 氏　名 現所属・職名

人　事　異　動
（平成31年４月１日付け）

米山総合支所市民課副参事兼課長補佐兼地
域振興係長（併）教育委員会米山教育事務
所副参事兼副所長（併）選挙管理委員会書
記

佐々木　克哉
米山総合支所市民課長補佐兼地域振興係長
（併）教育委員会米山教育事務所副所長
（併）選挙管理委員会書記

石越総合支所市民課長兼石越障害者地域活
動支援センター所長（併）教育委員会石越
教育事務所長（併）選挙管理委員会書記

小野寺　友生
環境事業所クリーンセンター所長兼衛生セ
ンター所長

津山総合支所市民課長兼津山老人福祉セン
ター所長（併）教育委員会津山教育事務所
長（併）選挙管理委員会書記

佐々木　勝彦 建設部道路課用地専門監

会計管理室検査専門監 星　勝弘 会計管理室長補佐兼検査係長

議会事務局次長（書記） 後藤　光彦
議会事務局長補佐兼議事・庶務係長（書
記）

教育委員会教育部教育総務課長兼学校再編
推進室長

小林　和仁 教育委員会教育部教育総務課長

教育委員会教育部学校教育課長 新田　公和
産業経済部商業観光課長兼迫にぎわいセン
ター所長

教育委員会教育部活き生き学校支援室長兼
学校教育課主任指導主事

千葉　和幸 採用

教育委員会豊里幼稚園長兼つやま幼稚園長 佐々木　志麻 教育委員会新田幼稚園副園長

教育委員会西部学校給食センター所長兼北
部学校給食センター所長

小野寺　悦子 福祉事務所子育て支援課長

農業委員会事務局次長 清水　俊宏 消防本部消防総務課長

消防本部消防総務課長 伊藤　幸太郎 市民生活部国保年金課長

消防本部予防課長（消防司令長） 小野寺　敏彦 消防署東出張所長（消防司令）

消防署副署長（消防司令長） 岩澤　秀明
消防署副署長（庶務一係長事務取扱）（消
防司令長）

消防署東出張所長（消防司令） 河野　俊彦 消防署北出張所長（消防司令）

消防署北出張所長（消防司令） 伊藤　正美
消防本部警防課長補佐兼救急救助係長（消
防司令）

医療局経営管理部経営企画課長 金澤　正浩 市民生活部市民生活課長

医療局経営管理部経営管理課長 武田　康博
医療局経営管理部総務課副参事兼課長補佐
（総合調整担当）兼登米市民病院事務局長
補佐

医療局登米市民病院副院長 髙橋　雄大 医療局登米市民病院診療部第一外科部長

医療局登米市民病院事務局管理課長兼よね
やま診療所事務局事務長兼登米診療所事務
局事務長

高橋　孝規

医療局豊里病院事務局事務長兼津山診療所
事務局事務長兼登米市訪問看護ステーショ
ン事務局事務長兼豊里老人保健施設事務局
事務長

医療局登米市民病院事務局医事課長 照井　正樹
医療局経営管理部医事課長兼登米市民病院
事務局次長

医療局登米市民病院診療部内科長 鈴木　秀明 採用

医療局登米市民病院診療部内科医員 遠藤　祐哉 採用

医療局登米市民病院看護部副看護部長 浅野　純子 医療局登米市民病院看護部看護師長

医療局登米市民病院看護部看護師長 佐藤　純子 医療局登米市民病院看護部看護師主任

医療局登米市民病院看護部看護師長 高橋　美智子 医療局登米市民病院看護部看護師主任
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医療局登米市民病院看護部看護師長 山内　匠子 医療局登米市民病院看護部看護師主任

医療局登米市民病院看護部看護師長 工藤　真紀 医療局登米市民病院看護部看護師主任

医療局登米市民病院薬剤部技術副参事 小野寺　智 医療局登米市民病院薬剤部薬剤師主任

医療局米谷病院診療部内科長 関井　威彦 採用

医療局米谷病院看護部看護師長兼地域医療
部地域医療連携室看護師長

村田　静香 医療局登米市民病院看護部看護師長

医療局米谷病院看護部看護師長兼地域医療
部地域医療連携室看護師長

佐々木　久美子 医療局米谷病院看護部看護師長

医療局豊里病院事務局事務長兼津山診療所
事務局事務長兼訪問看護ステーション事務
局事務長兼豊里老人保健施設事務局事務長

千葉　裕樹
医療局経営管理部総務課長兼登米市民病院
事務局次長

医療局豊里病院看護部総看護師長 及川　まゆみ 医療局豊里病院看護部看護師長

医療局豊里病院看護部看護師長兼地域医療
部地域医療連携室看護師長

大友　かほる 医療局豊里病院看護部看護師長

医療局豊里病院看護部看護師長 佐藤　陽子 医療局豊里病院看護部看護師主任

医療局豊里病院看護部看護師長兼地域医療
部地域医療連携室看護師長

三浦　弘子
医療局豊里病院看護部看護師長兼登米市民
病院地域医療部地域医療連携室看護師長

医療局登米市訪問看護ステーション診療技
術部技術副参事兼豊里老人保健施設介護技
術部リハビリ室技術副参事

山方　豪
医療局登米市訪問看護ステーション診療技
術部作業療法士主任兼豊里老人保健施設介
護技術部リハビリ室作業療法士主任

水道事業所水道管理課長 細川　宏伸 建設部道路課長
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