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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 

 

  令和５年３月 23日 

 

人事異動について 

 

令和５年３月 31日付け退職及び令和５年４月１日付け人事異動について公表します。 

 

記 

【公表資料】 

 （１）令和５年３月 31日付け退職者（課長級以上） 

 （２）令和５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 

課長 幡江 健樹 

TEL：0220-22-2145（直通） 



○異動者数等の概要

・令和５年３月31日現在職員数（短期間の任期付職員除く）・・・（ａ） 1,334人 （男 725人 ：女 609人 ）

・退職者数 （県派遣医師含む）・・・（ｂ） 63人 （男 36人 ：女 27人 ）

・採用者数 （県派遣医師含む）・・・（ｃ） 59人 （男 39人 ：女 20人 ）

・令和５年４月１日現在職員数・・・（ｄ=a-b＋c） 1,330人 （男 728人 ：女 602人 ）

・異動者数（採用者除く）・・・（ｅ） 464人 （男 307人 ：女 157人 ）

・異動割合・・・（ｆ=e/d） 34.9% （男 42.2% ：女 26.1% ）

（異動者数）

部長職 3人 （男 3人 ：女 0人 ）

次長職 17人 （男 16人 ：女 1人 ）

課長職 39人 （男 34人 ：女 5人 ）

課長補佐以下 405人 （男 254人 ：女 151人 ）

計 464人 （男 307人 ：女 157人 ）

※退職者 63人 を除く

（異動者部局毎内訳）

所属人数
R5.4.1

異動者
R5.4.1

市長部局 556人 235人 42.3% （男 144人 ：女 91人 ）

議会 7人 4人 57.1% （男 3人 ：女 1人 ）

教育委員会 108人 38人 35.2% （男 21人 ：女 17人 ）

選挙管理委員会 0人 0人 （男 0人 ：女 0人 ）

監査委員 4人 2人 50.0% （男 1人 ：女 1人 ）

農業委員会 11人 3人 27.3% （男 3人 ：女 0人 ）

消防本部 157人 86人 54.8% （男 84人 ：女 2人 ）

医療局 446人 80人 17.9% （男 36人 ：女 44人 ）

上下水道部 41人 16人 39.0% （男 15人 ：女 1人 ）

計 1,330人 464人 34.9% （男 307人 ：女 157人 ）

令和５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 平山　法之
総務部長（併）選挙管理委員会事務局長
（書記長）

退職 三浦　徳美 市民生活部長

退職 遠藤　亨 産業経済部長

退職 富士原　孝好 議会事務局長

退職 大森　透 消防本部消防長（消防監）

退職 松本　宏
医療局長兼登米市民病院長（診療部リハビ
リテーション科部長兼診療技術部リハビリ
テーション室長事務取扱）

退職 佐藤　嘉浩 上下水道部長

退職 脇本　章 総務部危機管理監兼防災危機対策室長

退職 佐藤　幸子 会計管理者兼会計課長

退職 鈴木　正彦
医療局登米市民病院診療部人工透析内科部
長

退職 石丸　昇
医療局登米市民病院診療技術部診療放射線
室診療放射線技師長兼経営管理部技術参事

退職 松田　皇
医療局豊里老人保健施設長兼豊里病院診療
部内科長

退職 千葉　智浩 上下水道部次長兼経営総務課長

退職 本間　洋子
市民生活部健康推進課長兼新型コロナウイ
ルスワクチン接種対策室技術副参事

退職 上野　律子 福祉事務所豊里こども園長

退職 星　洋徳
迫総合支所市民課長（併）教育委員会迫教
育事務所長（併）選挙管理委員会書記

退職 日野　裕子
教育委員会教育部文化財文化振興室長兼歴
史博物館長兼登米懐古館長

退職 山崎　和弘

教育委員会南部学校給食センター所長兼東
部東和学校給食センター所長兼東部津山学
校給食センター所長兼教育部学校教育課副
参事

退職 佐藤　一哉 消防本部指令課長（消防司令長）

退職 木村　幹
医療局登米市民病院副院長兼診療技術部臨
床検査室長

退職 中嶋　和幸 医療局登米市民病院診療部内科部長

退職 大山　宗馬 医療局登米市民病院診療部内科長

退職 山内　拓郎 医療局登米市民病院診療部第二外科副科長

退職 中舘　直子
医療局登米市民病院看護部副看護部長兼地
域医療部地域医療連携室長

退職 菊地　千寿 医療局登米市民病院看護部看護師長

退職 熊田　弘之
医療局米谷病院診療技術部診療放射線室診
療放射線技師長

退職 北條　伸子 医療局豊里病院診療部内科長

（令和５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

（令和５年３月31日付け）

人　事　異　動

派遣終了（宮城県より派遣） 荒木　沙月 医療局登米市民病院診療部内科医員

派遣終了（宮城県より派遣） 今井　優花 医療局登米市民病院診療部内科医員

任期満了 石澤　志信
医療局登米市民病院診療部小児科部長（任
期付）
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新所属・職名 氏　名 現所属・職名

総務部長（併）選挙管理委員会事務局長
（書記長）

阿部　桂一 医療局次長兼経営管理部長

総務部政策推進局長兼政策推進室長事務取
扱

小野寺　憲司 総務部理事兼政策推進監

まちづくり推進部長 佐藤　靖 総務部次長（税務担当）兼税務課長

市民生活部長 佐々木　美智恵
市民生活部次長兼新型コロナウイルスワク
チン接種対策室長

産業経済部長 千葉　昌彦
まちづくり推進部次長兼地域デジタル推進
監兼まちづくり推進課長

議会事務局長 永浦　広巳 まちづくり推進部長

消防本部消防長（消防監） 小野寺　敏彦
消防本部消防次長兼予防課長（消防司令
長）

医療局長兼登米市民病院長（診療部リハビ
リテーション科部長兼診療技術部リハビリ
テーション室長事務取扱兼地域医療部地域
医療連携室長事務取扱）

髙橋　雄大
医療局登米市民病院副院長兼診療技術部Ｍ
Ｅ室長

医療局次長兼経営管理部長 髙橋　一真
医療局経営管理部次長兼経営企画課長
（併）総務部参事

上下水道部長 細川　宏伸 建設部次長兼道路課長

総務部次長兼総務課長（併）選挙管理委員
会事務局次長（書記）

新田　公和
総務部参事兼総務課長（併）選挙管理委員
会事務局次長（書記）

総務部危機管理監 及川　仁 迫総合支所長（併）選挙管理委員会書記

総務部参事（宮城県市町村自治振興セン
ター派遣）

後藤　光彦
産業経済部産業総務課長兼中田農村環境改
善センター所長

総務部参事兼人事課長 菅原　智弘 産業経済部農政課長

まちづくり推進部次長兼まちづくり推進課
長

岩渕　治 総務部参事兼財政経営課長

まちづくり推進部地域デジタル推進監兼Ｄ
Ｘ推進室長（任期付）

新宮　康仁 採用

市民生活部次長兼新型コロナウイルスワク
チン接種対策室長

幡江　健樹 総務部参事兼人事課長

産業経済部参事兼産業総務課長兼中田農村
環境改善センター所長

山形　敦 教育委員会教育部生涯学習課長

産業経済部参事兼農政課長 佐藤　貴光
産業経済部地域ビジネス支援課長兼迫にぎ
わいセンター所長

建設部次長兼建設総務課長 高橋　浩昭 建設部建設総務課長

迫総合支所長（併）選挙管理委員会書記 千葉　伸一 中田総合支所長（併）選挙管理委員会書記

中田総合支所長（併）選挙管理委員会書記 菅原　正博 教育委員会教育部次長兼教育総務課長

会計管理者兼会計課長 金澤　正浩 医療局登米市民病院事務局長

教育委員会教育部次長兼教育総務課長 阿部　信広
建設部住宅都市整備課長（併）医療局経営
管理部経営企画課副参事

消防本部消防次長兼予防課長（消防司令
長）

河野　俊彦 消防署長（消防司令長）

消防署長（消防司令長） 木戸浦　邦彦 消防本部警防課長（消防司令長）

医療局経営管理部次長兼経営管理課長兼登
米診療所事務局事務長兼よねやま診療所事
務局事務長兼津山診療所事務局事務長
（併）総務部参事

日野　幸紀
医療局経営管理部経営管理課長兼登米診療
所事務局事務長兼よねやま診療所事務局事
務長兼津山診療所事務局事務長

医療局経営管理部医療経営管理監 千葉　裕樹
医療局経営管理部参事兼登米市民病院事務
局医事課長

人　事　異　動
（令和５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
（令和５年４月１日付け）

医療局登米市民病院事務局長 高橋　孝規 医療局経営管理部医療経営管理監

医療局豊里老人保健施設長兼豊里病院副院
長

水野　徳行 医療局豊里病院副院長

上下水道部次長兼水道施設課長 鈴木　安宏 上下水道部水道施設課長

総務部防災危機対策室長 佐竹　伸一
豊里総合支所市民課長補佐兼市民係長
（併）選挙管理委員会書記

総務部税務課長 髙橋　正晴 教育委員会教育部学校教育課長

総務部税務課収納対策専門監 齋藤　友一 石越総合支所市民課長補佐兼市民係長

総務部財政経営課長 遠藤　林市
総務部市長公室副参事兼室長補佐（総合調
整担当）

市民生活部国保年金課長 鈴木　清美
監査委員事務局副参事兼事務局長補佐兼監
査係長（書記）

市民生活部健康推進課長 名生　忠司 福祉事務所子育て支援課長

市民生活部健康推進課副参事兼課長補佐
（総括担当）兼新型コロナウイルスワクチ
ン接種対策室長補佐

及川　清美
市民生活部健康推進課長補佐（地域保健担
当）兼新型コロナウイルスワクチン接種対
策室長補佐

福祉事務所子育て支援課長 伊藤　奈美 市民生活部国保年金課長

福祉事務所中田保育所長 及川　真紀 福祉事務所中田保育所副所長

福祉事務所豊里こども園長 三浦　あけみ 福祉事務所中田保育所長

産業経済部地域ビジネス支援課長兼迫にぎ
わいセンター所長

衣川　智博
産業経済部地域ビジネス支援課産業戦略専
門監

産業経済部地域ビジネス支援課産業戦略専
門監

安部　保男
産業経済部地域ビジネス支援課長補佐兼ブ
ランド戦略係長

建設部道路課長 佐藤　信昌 契約検査室長

建設部住宅都市整備課長（併）医療局経営
管理部経営企画課副参事

三浦　訓徳
建設部住宅都市整備課都市政策専門監兼総
務部市長公室副参事

建設部住宅都市整備課都市政策専門監兼総
務部政策推進室副参事

佐々木　昭彦
建設部建設総務課長補佐（総合調整担当）
兼総務部総務課技術主幹兼契約検査室専門
検査員

迫総合支所市民課長（併）教育委員会迫教
育事務所長（併）選挙管理委員会書記

加藤　善己
市民生活部市民生活課長補佐（総合調整担
当）

契約検査室長 冨士原　幸治
総務部人事課副参事（宮城県市町村自治振
興センター派遣）

教育委員会教育部学校再編推進室長 津藤　順
教育委員会教育部教育総務課長補佐（総合
調整担当）

教育委員会教育部学校教育課長 猪股　勝徳 市民生活部環境課長補佐兼生活環境係長

教育委員会教育部生涯学習課長 守屋　乃扶子
産業経済部地域ビジネス支援課長補佐兼企
業振興係長

教育委員会教育部文化財文化振興室長兼歴
史博物館長

菊地　武
産業経済部産業総務課長補佐（総合調整担
当）

教育委員会迫図書館長兼登米図書館長兼視
聴覚センター所長兼教育係長事務取扱

及川　幸記
教育委員会迫図書館長兼登米図書館長兼視
聴覚センター所長

教育委員会南部学校給食センター所長兼東
部東和学校給食センター所長兼東部津山学
校給食センター所長兼教育部学校教育課副
参事

小泉　一誠 農業委員会事務局次長

農業委員会事務局次長 佐々木　祐也 消防本部消防総務課長
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新所属・職名 氏　名 現所属・職名

人　事　異　動
（令和５年４月１日付け）

消防本部消防総務課長 及川　貴之 総務部税務課収納対策専門監

消防本部警防課長（消防司令長） 上野　昌行 消防署南出張所長（消防司令）

消防本部指令課長（消防司令長） 伊藤　正美 消防署副署長（消防司令長）

消防署副署長（消防司令長） 鈴木　学 消防署東出張所長（消防司令）

消防署東出張所長（消防司令） 主藤　正晃 消防署津山出張所長（消防司令）

消防署南出張所長（消防司令） 髙嶋　和義 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　謙二
消防本部予防課長補佐兼予防建築係長（消
防司令）

消防署津山出張所長（消防司令） 熊谷　智洋
消防本部消防総務課長補佐兼総務係長（消
防司令）

医療局経営管理部経営企画課長 白岩　登世司 教育委員会教育部学校再編推進室長

医療局登米市民病院副院長兼診療技術部Ｍ
Ｅ室長

大井　英毅 医療局登米市民病院副院長

医療局登米市民病院副院長兼診療技術部臨
床検査室長

中川　智彦 医療局登米市民病院診療部第二外科長

医療局登米市民病院事務局医事課長 石川　雄一
医療局米谷病院事務局事務長補佐兼医事係
長兼上沼診療所事務局事務長補佐

医療局登米市民病院診療部内科長 千葉　貴彦 採用

医療局登米市民病院診療部内科副科長 只野　恭教 採用

医療局登米市民病院診療部内科副科長 猪股　優志 採用

医療局登米市民病院診療部内科医員 石田　尚起 採用（宮城県より派遣）

医療局登米市民病院診療部第二外科長 新妻　展近 採用

医療局登米市民病院診療部第二外科副科長 篠﨑　康晴 採用

医療局登米市民病院診療部整形外科医員 三崎　貴瑛 採用

医療局登米市民病院診療部泌尿器科副科長 高橋　拓大 採用

医療局登米市民病院診療技術部診療放射線
室診療放射線技師長兼経営管理部技術副参
事

新沼　明浩
医療局登米市民病院診療技術部診療放射線
室診療放射線技師主任

医療局登米市民病院看護部副看護部長 蓬田　順子 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 鈴木　亜弥 医療局登米市民病院看護部看護師主任

医療局米谷病院事務局事務長兼上沼診療所
事務局事務長兼登米市訪問看護ステーショ
ン米谷事務局事務長

髙倉　隆
医療局米谷病院事務局事務長兼上沼診療所
事務局事務長

医療局米谷病院診療技術部診療放射線室診
療放射線技師長

川瀬　仁志
医療局登米市民病院診療技術部診療放射線
室技術副参事

医療局豊里病院事務局事務長兼登米市訪問
看護ステーション豊里事務局事務長兼豊里
老人保健施設事務局事務長

千葉　利行
医療局豊里病院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

医療局豊里病院診療部内科副科長 佐藤　麻里 採用

医療局登米市訪問看護ステーション豊里所
長

三浦　弘子 医療局登米市訪問看護ステーション所長
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新所属・職名 氏　名 現所属・職名

人　事　異　動
（令和５年４月１日付け）

医療局登米市訪問看護ステーション米谷所
長

小山　美紀
医療局登米市訪問看護ステーション看護部
看護師主任

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

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

上下水道部経営総務課長 佐々木　隆
上下水道部経営総務課副参事兼課長補佐
（総合調整担当）
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