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【部長職】
新　　　　　職　　　　　名 氏　　　名 現　　　　　職　　　　　名 備　　考

総務企画部付部長 関　　　末　広 防災危機管理課長 昇任
（釜石大槌地区行政事務組合へ派遣
（事務局長（兼）総務課長））
建設部長 本　間　良　春 建設課長 昇任
（兼）復興推進本部復興管理監 （兼）建設課高規格幹線道路対策室長
（兼）復興推進本部事務局長
文化スポーツ部長 臼　澤　　　渉 総合政策課震災検証室長 昇任

（兼）復興推進本部事務局課長
危機管理監 佐々木　道　弘 国土調査推進室長 昇任
教育委員会事務局へ出向 小　池　幸　一 会計管理者 昇任
（教育部長 （兼）会計課長
（兼）教育委員会事務局学校規模適正化推進室長）

【次長職】
新　　　　　職　　　　　名 氏　　　名 現　　　　　職　　　　　名 備　　考

市民生活部次長 平　野　敏　也 まちづくり課長 昇任
（兼）まちづくり課長 （兼）大石地域交流センター館長
（兼）大石地域交流センター館長 （兼）復興推進本部生活支援室長
（兼）復興推進本部生活支援室長
会計管理者 佐々木　絵　美 税務課長 昇任
（兼）会計課長 （兼）税務課債権管理室長

【課長職】
新　　　　　職　　　　　名 氏　　　名 現　　　　　職　　　　　名 備　　考

総合政策課長 中　村　達　也 国際交流課長
（兼）総合政策課男女共同参画室長
（兼）総合政策課ＤＸ推進室長
総合政策課広聴広報室長 丸　岡　秀　彰 広聴広報課長
総合政策課震災検証室長 正　木　浩　二 まちづくり課中妻地区生活応援センター所長 昇任
（兼）復興推進本部事務局課長 （兼）中妻公民館長

（兼）復興推進本部生活支援室長補佐（中妻地区担
当）

総務課長 村　上　徳　子 地域福祉課長
（併）選挙管理委員会事務局長 （兼）地域福祉課少年センター所長

（兼）復興推進本部生活支援室地域福祉担当課長
税務課長 廣　田　昭　仁 議会事務局次長（主幹級） 昇任
（兼）税務課債権管理室長 （兼）事務局議事係長
生活環境課長 二本松　史　敏 商工観光課主幹 昇任
（兼）生活環境課消費生活センター所長 （兼）商工観光課観光物産係長

（兼）商工観光課釜石物産センター主幹
地域福祉課長 山　﨑　教　史 高齢介護福祉課長
（兼）地域福祉課少年センター所長
（兼）復興推進本部生活支援室地域福祉担当課長
高齢介護福祉課長 三　浦　功　喜 高齢介護福祉課地域包括支援センター所長
子ども課長 千　葉　裕美子 子ども課長 3/31兼務解除
（兼）子ども課子育て世代包括支援センター次長 （兼）子ども課子育て世代包括支援センター所長 兼務
（兼）子ども課発達支援室長 （兼）子ども課発達支援室長
国際港湾産業課長 菊　池　俊　彦 産業振興部付課長（企業立地担当）
国土調査推進室長 小笠原　正　樹 建設部付課長（用地担当）

（兼）建設課高規格幹線道路対策室課長
建設課長 和　賀　利　典 生活環境課長

（兼）生活環境課消費生活センター所長
世界遺産課長 笹　村　聡　一 まちづくり課鵜住居地区生活応援センター所長 昇任
（兼）鉄の歴史館長 （兼）鵜住居公民館長

（事務取扱）世界遺産課管理係長
（兼）復興推進本部生活支援室長補佐（鵜住居地区
担当）

国際交流課長 佐々木　義　友 総合政策課長
（兼）総合政策課男女共同参画室長

防災危機管理課長 川　﨑　浩　二 総務課長
（併）選挙管理委員会事務局長

教育委員会事務局総務課長 山　崎　博　美 教育委員会事務局総務課長 3/31兼務解除

（兼）教育委員会事務局学校規模適正化推進室課長
（兼）教育委員会事務局総務課学校規模適正化推進
室長

兼務

教育委員会事務局へ出向 浅　野　純　一 （岩手県教育委員会）
（学校教育課長
（事務取扱）学校教育課指導係長
（兼）教育委員会事務局学校規模適正化推進室課
長）

【補佐管理職】
新　　　　　職　　　　　名 氏　　　名 現　　　　　職　　　　　名 備　　考

総務課付主幹 佐々木　敏　之 建設課高規格幹線道路対策室主幹
（岩手沿岸南部広域環境組合へ派遣
（事務局主幹））
税務課主幹 鈴　木　加代子 税務課長補佐 昇任
（兼）税務課市民税係長 （兼）税務課市民税係長
税務課主幹 菊　地　美　幸 税務課付補佐（資産税担当） 昇任
（兼）税務課資産税係長
まちづくり課釜石地区生活応援センター所長 奥　村　謙　治 学校教育課主幹
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（兼）釜石公民館長 （兼）学校教育課学務係長
（兼）復興推進本部生活支援室長補佐（釜石地区担
当）
まちづくり課中妻地区生活応援センター所長 菊　池　拓　朗 商工観光課長補佐 昇任
（兼）中妻公民館長 （兼）商工観光課商工業支援係長
（兼）復興推進本部生活支援室長補佐（中妻地区担
当）

（兼）商工観光課移住定住相談センター長補佐

（兼）総合政策課オープンシティ推進室長補佐
まちづくり課鵜住居地区生活応援センター所長 松　下　隆　一 岩手沿岸南部広域環境組合事務局主幹 昇任
（兼）鵜住居公民館長
（兼）復興推進本部生活支援室長補佐（鵜住居地区
担当）
まちづくり課栗橋地区生活応援センター所長 二本松　由美子 高齢介護福祉課主幹（事業所指導監査担当）
（兼）栗橋公民館長
（兼）復興推進本部生活支援室長補佐（栗橋地区担
当）
生活環境課主幹 佐々木　博　幸 防災危機管理課主幹
（兼）生活環境課廃棄物対策係長 （兼）防災危機管理課防災係長
高齢介護福祉課地域包括支援センター所長 栗　澤　厚　博 まちづくり課栗橋地区生活応援センター所長

（兼）栗橋公民館長
（兼）復興推進本部生活支援室長補佐（栗橋地区担
当）

子ども課主幹 樋　岡　悦　子 子ども課主幹 3/31兼務解除
（兼）子ども課子ども福祉係長 （兼）子ども課子ども福祉係長 兼務
（兼）子ども課子育て世代包括支援センター所長 （兼）子ども課子育て世代包括支援センター主幹
（兼）子ども課発達支援室主幹 （兼）子ども課発達支援室主幹
水産農林課主幹 小　原　圭　子 まちづくり課釜石地区生活応援センター所長
（兼）水産農林課管理係長 （兼）釜石公民館長

（兼）復興推進本部生活支援室長補佐（釜石地区担
当）

建設課主幹（道路維持担当） 川　村　伸　明 水産農林課主幹（基盤整備担当）
建設課主幹 佐々木　　　香 建設課主幹 3/31兼務解除
（兼）建設課土木係長 （兼）建設課土木係長

（兼）建設課高規格幹線道路対策室主幹
建設課主幹 山　崎　　　勝 建設課主幹 3/31兼務解除
（兼）建設課道路維持係長 （兼）建設課道路維持係長

（兼）建設課高規格幹線道路対策室主幹
都市計画課主幹（都市整備担当） 千　葉　英　生 都市計画課主幹
（兼）都市計画課建築住宅係長 （兼）都市計画課建築住宅係長
スポーツ推進課主幹 山　﨑　　　強 スポーツ推進課主幹 3/31兼務解除
（兼）スポーツ推進課スポーツ推進係長 （兼）スポーツ推進課スポーツ推進係長
（兼）商工観光課釜石物産センター主幹 （市民体育館長）

（兼）商工観光課釜石物産センター主幹
復興推進本部事務局次長 小　林　　　剛 復興推進本部事務局次長 兼務
（兼）総合政策課震災検証室主幹 （兼）総合政策課震災検証室主幹
（兼）建設課主幹（管理担当）
教育委員会事務局へ出向 川　原　　　豊 税務課主幹
（学校教育課主幹 （兼）税務課資産税係長
（兼）学校教育課学務係長
（兼）教育委員会事務局学校規模適正化推進室主
幹）

【課長補佐職】
新　　　　　職　　　　　名 氏　　　名 現　　　　　職　　　　　名 備　　考

総合政策課長補佐 佐々木　　　護 総合政策課企画調整係長 昇任
（兼）総合政策課企画調整係長 （兼）総合政策課男女共同参画室係長
（兼）総合政策課男女共同参画室長補佐 （兼）復興推進本部事務局係長
（兼）総合政策課ＤＸ推進室長補佐
（兼）復興推進本部事務局副主幹
総合政策課震災検証室長補佐 神　山　真　帆 総合政策課震災検証室係長 昇任
（兼）復興推進本部事務局副主幹 （兼）復興推進本部事務局係長
資産管理課長補佐 菅　原　良　孝 資産管理課管理係長 昇任
（兼）資産管理課管理係長 （兼）資産管理課新市庁舎建設推進室係長
（兼）資産管理課新市庁舎建設推進室長補佐
税務課付補佐（市民税担当） 遠　藤　めぐみ 会計課長補佐

（兼）会計課出納係長
税務課付補佐（資産税担当） 遠　野　修　正 水道事業所長補佐
税務課長補佐 小笠原　弘　明 税務課債権管理室係長 昇任
（兼）税務課債権管理室長補佐 （兼）下水道課付係長
（兼）下水道課付補佐
まちづくり課長補佐 小笠原　智　史 まちづくり課地域づくり係長 昇任
（兼）まちづくり課地域づくり係長 （兼）復興推進本部生活支援室係長
（兼）復興推進本部生活支援室長補佐
市民課付補佐（国保年金担当） 濱　川　希　望 市民課付係長（国保年金担当） 昇任
生活環境課付補佐（リサイクル担当） 小　山　善　司 農業委員会事務局次長

（併）水産農林課付補佐（農地利活用担当）
健康推進課付補佐 伊　藤　修　治 健康推進課付係長 昇任
（兼）新型コロナワクチン接種推進室長補佐 （兼）新型コロナワクチン接種推進室係長
健康推進課長補佐 川　原　瑞　穂 健康推進課母子保健係長 昇任
（兼）健康推進課母子保健係長 （兼）新型コロナワクチン接種推進室係長
（兼）新型コロナワクチン接種推進室長補佐 （兼）健康推進課地域医療連携推進室係長
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（兼）健康推進課地域医療連携推進室長補佐 （兼）子ども課子育て世代包括支援センター係長
（兼）子ども課子育て世代包括支援センター所長補
佐

（兼）子ども課子育て世代包括支援センター（妊産
婦支援チーム）係長

（兼）子ども課子育て世代包括支援センター（妊産
婦支援チーム）所長補佐
高齢介護福祉課付補佐（高齢介護担当） 遠　野　志　保 高齢介護福祉課付係長（高齢介護担当） 昇任
高齢介護福祉課地域包括支援センター所長補佐 渡　邊　直　美 税務課管理係長 昇任
商工観光課長補佐 藤　井　典　身 商工観光課付補佐（物産担当）
（兼）商工観光課観光物産係長 （兼）商工観光課釜石物産センター長補佐
（兼）商工観光課釜石物産センター長補佐
商工観光課付補佐（雇用対策担当） 八　幡　聖　子 商工観光課付係長（雇用対策担当） 昇任
（兼）商工観光課移住定住相談センター長補佐 （兼）商工観光課移住定住相談センター係長
（兼）総合政策課オープンシティ推進室長補佐 （兼）総合政策課オープンシティ推進室係長
建設課長補佐 白　浜　　　淳 建設課長補佐 3/31兼務解除
（兼）建設課用地係長 （兼）建設課用地係長

（兼）建設課高規格幹線道路対策室長補佐
都市計画課付補佐（都市計画担当） 佐　藤　善　広 資産管理課長補佐

（兼）資産管理課管財係長
（兼）資産管理課新市庁舎建設推進室長補佐
（兼）税務課債権管理室長補佐

都市計画課長補佐 瀬　戸　　　周 都市計画課都市計画係長 昇任
（兼）都市計画課都市計画係長
下水道課付補佐（管理担当） 菊　池　葉　子 下水道課付係長（管理担当） 昇任
スポーツ推進課付補佐（スポーツ推進担当） 藤　原　豊　樹 まちづくり課小佐野地区生活応援センター所長補佐
（兼）商工観光課釜石物産センター長補佐 （兼）小佐野公民館長補佐
防災危機管理課付補佐（地域防災力強化担当） 土　橋　照　好 防災危機管理課付補佐（地域防災力強化担当） 兼務
（兼）防災危機管理課防災係長 （兼）地域福祉課付補佐（地域防災力強化担当）
（兼）地域福祉課付補佐（地域防災力強化担当）
水道事業所付補佐（総務担当） 大　友　貴久美 水道事業所付係長（総務担当） 昇任
（兼）市民課付補佐（市民登録担当） （兼）市民課付係長（市民登録担当）
水道事業所長補佐 荒　尾　穂　高 水産農林課付補佐（基盤整備担当）
議会事務局へ出向 坂　下　　　透 高齢介護福祉課地域包括支援センター所長補佐
（事務局次長（兼）事務局議事係長）
教育委員会事務局へ出向 佐々木　憲一郎 建設課長補佐
（教育委員会事務局総務課長補佐 （兼）建設課管理係長
（兼）教育委員会事務局総務課施設係長 （兼）建設課高規格幹線道路対策室長補佐
（兼）教育委員会事務局学校規模適正化推進室長補
佐）
農業委員会事務局へ出向 川　端　則　由 教育委員会事務局総務課長補佐
（事務局次長） （兼）教育委員会事務局総務課施設係長
（併）水産農林課付補佐（農地利活用担当） （兼）教育委員会事務局総務課学校規模適正化推進

室長補佐

【係長職】
新　　　　　職　　　　　名 氏　　　名 現　　　　　職　　　　　名 備　　考

総合政策課秘書係長 山　崎　森　敬 総務課秘書係長
総合政策課広聴広報室係長 浅　田　哲　哉 広聴広報課広聴広報係長
総合政策課ＤＸ推進室係長 阿　部　秀太郎 広聴広報課情報推進係長
総務課付係長（行政改革担当） 宮　本　　　光 総務課主査 昇任
総務課付係長 髙　橋　秀　行 地域福祉課付係長（保護担当）
（釜石大槌地区行政事務組合へ派遣
（総務課庶務係長））
資産管理課管財係長 佐々木　秀　裕 資産管理課付係長（管理担当）
（兼）資産管理課新市庁舎建設推進室係長
（兼）税務課債権管理室係長
税務課管理係長 前　川　恵　美 税務課付係長（管理担当）
税務課債権管理室係長 唐　芳　晃　司 税務課債権管理室主査 昇任
（兼）下水道課付係長 （兼）下水道課主査
生活環境課付係長（市民生活担当） 川　上　育　子 生活環境課主査 昇任
（兼）生活環境課消費生活センター係長 （兼）生活環境課消費生活センター主査
地域福祉課付係長（障がい福祉担当） 清　藤　美　穂 総合政策課オープンシティ推進室係長

（兼）商工観光課移住定住相談センター係長
高齢介護福祉課介護認定係長 菊　地　　　博 水産農林課管理係長
商工観光課商工業支援係長 前　川　靖　展 高齢介護福祉課介護認定係長
（兼）商工観光課移住定住相談センター係長
（兼）総合政策課オープンシティ推進室係長
建設課管理係長 萬　　　大　輔 建設課付係長（管理担当）

（兼）建設課高規格幹線道路対策室係長
建設課付係長（土木担当） 和　泉　　　陽 建設課主査 昇任

（兼）建設課高規格幹線道路対策室主査
建設課付係長（土木担当） 前　川　昌　浩 建設課付係長（土木担当） 3/31兼務解除

（兼）建設課高規格幹線道路対策室係長
都市計画課付係長（都市整備担当） 及　川　　　聡 都市計画課主査 昇任
（兼）資産管理課新市庁舎建設推進室係長 （兼）資産管理課新市庁舎建設推進室主査
会計課出納係長 松　下　智　子 会計課付係長（出納担当）
水道事業所付係長（工務担当） 島　尻　裕　嗣 建設課付係長（土木担当）

（兼）建設課高規格幹線道路対策室係長
議会事務局係長 大信田　太　郎 議会事務局主査 昇任
選挙管理委員会事務局へ出向 佐　藤　健　太 高齢介護福祉課主査 昇任
（事務局次長）
（併）総務課付係長
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【主査】
新　　　　　職　　　　　名 氏　　　名 現　　　　　職　　　　　名 備　　考

総合政策課主査 洞　口　雄　紀 財政課主査
（兼）総合政策課ＤＸ推進室主査
（兼）復興推進本部事務局主査

総合政策課ＤＸ推進室主査 村　井　大　司 広聴広報課主査
税務課主査 伊　藤　　　健 まちづくり課図書館主査
（兼）まちづくり課栗橋地区生活応援センター主査
（地域会議担当）

（兼）まちづくり課栗橋地区生活応援センター主査
（地域会議担当）

まちづくり課図書館主査 芳　賀　　　晋 水道事業所主査
まちづくり課小佐野地区生活応援センター主査 菊　池　拓　也 （再任用）
（兼）小佐野公民館主査
まちづくり課鵜住居地区生活応援センター主査 村　田　奈　々 まちづくり課鵜住居地区生活応援センター主任 昇任
（兼）鵜住居公民館主査 （兼）鵜住居公民館主任
まちづくり課栗橋地区生活応援センター主査 三　浦　克　俊 税務課主査
（兼）栗橋公民館主査
高齢介護福祉課主査（事業所指導監査担当） 紺　田　和　枝 （再任用）
高齢介護福祉課地域包括支援センター主任社会福祉
士（主査級）

萬　　　武　大 高齢介護福祉課地域包括支援センター主任社会福祉
士

昇任

子ども課上中島こども園保育教諭（主査級） 早　坂　公　幸 子ども課すくすく親子教室主任保育教諭
商工観光課働く婦人の家館長補佐 橋　本　英　章 （再任用）
水産農林課主査 木　村　大　介 建設課主査

（兼）建設課高規格幹線道路対策室主査
水産農林課主査 櫻　庭　理　恵 水産農林課主任 昇任
（併）農業委員会事務局主査 （併）農業委員会事務局主任
国土調査推進室主査 藤　原　広　教 国土調査推進室主任 昇任
（兼）税務課主査 （兼）税務課主任
建設課主査 小　林　寿　史 建設課主査 3/31兼務解除

（兼）建設課高規格幹線道路対策室主査
都市計画課主査 鎌　田　圭　亮 都市計画課主任 昇任
下水道課大平下水処理センター主査 野　田　佳　一 下水道課大平下水処理センター主任 昇任
（兼）下水道課主査 （兼）下水道課主任
防災危機管理課主査 大　澤　　　翔 総務課主査

（併）選挙管理委員会事務局主査
学校教育課主査 飛 内　サムエル 学校教育課主任 昇任

【主任】
新　　　　　職　　　　　名 氏　　　名 現　　　　　職　　　　　名 備　　考

総合政策課主任 古藤野　祐　美 総務課主任
総合政策課広聴広報室主任 佐々木　　　進 広聴広報課主任
総合政策課ＤＸ推進室主任 菊　池　俊　孝 広聴広報課主任
総合政策課ＤＸ推進室主任 佐　藤　政　弘 総合政策課主任
（兼）総合政策課主任 （兼）復興推進本部事務局主任
総務課主任 菅　原　佑　介 都市計画課 昇任
（内閣府へ派遣）
税務課主任 笹　間　正　紘 教育委員会事務局総務課主任
（兼）まちづくり課唐丹地区生活応援センター主任
（地域会議担当）

（併）まちづくり課唐丹地区生活応援センター主任
（地域会議担当）

まちづくり課主任 浦　城　太　郎 まちづくり課主任 3/31兼務解除

（併）教育委員会事務局総務課主任
（兼）まちづくり課小佐野地区生活応援センター主
任（地域会議担当）

併任

市民課主任 佐々木　龍　樹 商工観光課 昇任
（兼）まちづくり課釜石地区生活応援センター主任
（地域会議担当）

（兼）商工観光課釜石物産センター

（兼）まちづくり課釜石地区生活応援センター（地
域会議担当）

市民課主任 八　幡　真　美 市民課 昇任
子ども課すくすく親子教室保育教諭（主任級） 小　山　純　平 子ども課上中島こども園主任保育教諭
子ども課すくすく親子教室保育教諭（主任級） 笹　川　美　江 子ども課上中島こども園 昇任
子ども課発達支援室主任 伊　東　恵美子 （新採用） 公認心理師
子ども課上中島こども園保育教諭（主任級） 村　田　樹　和 子ども課上中島こども園主任保育教諭
子ども課上中島こども園保育教諭（主任級） 佐　野　七　恵 子ども課上中島こども園主任保育教諭
子ども課上中島こども園保育教諭（主任級） 永　野　美悠紀 子ども課上中島こども園主任保育教諭
子ども課上中島こども園保育教諭（主任級） 熊　谷　美　保 子ども課上中島こども園 昇任
国際港湾産業課主任 新　張　宏　明 国際港湾産業課主任

（国土交通省へ派遣）
建設課主任 小松野　琢　磨 復興推進本部事務局主任
（兼）総合政策課震災検証室主任 （兼）総合政策課震災検証室主任
（兼）復興推進本部事務局主任
建設課主任 荒屋敷　智　之 建設課主任 3/31兼務解除

（兼）建設課高規格幹線道路対策室主任
建設課主任 菅　崎　貴　栄 （新採用） 技師
都市計画課主任 佐々木　慶　太 地域福祉課 昇任
教育委員会事務局へ出向 長　澤　俊　樹 生活環境課主任
学校教育課主任 熊　谷　和　輝 学校教育課 昇任



令和４年４月１日付け人事異動内示書

【主事等】
新　　　　　所　　　　　属 氏　　　名 現　　　　　所　　　　　属 備　　考

総合政策課 髙　橋　優　哉 総合政策課 兼務

（兼）総合政策課ＤＸ推進室
（兼）まちづくり課栗橋地区生活応援センター（地
域会議担当）

（兼）まちづくり課栗橋地区生活応援センター（地
域会議担当）

（兼）復興推進本部事務局

（兼）復興推進本部事務局
総合政策課オープンシティ推進室 大　尻　悠　矢 （新採用）

（兼）商工観光課移住定住相談センター

総合政策課広聴広報室 猪　又　敬　大 広聴広報課

（兼）まちづくり課甲子地区生活応援センター（地
域会議担当）

（兼）まちづくり課甲子地区生活応援センター（地
域会議担当）

総務課 佐々木　里　桜 （新採用） 主事補
財政課 生　内　　　雅 水産農林課
（兼）まちづくり課小佐野地区生活応援センター
（地域会議担当）
税務課 荻　野　尚　輝 税務課 主事昇任
（兼）まちづくり課鵜住居地区生活応援センター
（地域会議担当）

（兼）まちづくり課鵜住居地区生活応援センター
（地域会議担当）

税務課 石　川　杏　奈 税務課 兼務
（兼）まちづくり課中妻地区生活応援センター（地
域会議担当）
税務課 佐々木　彩　加 税務課 主事昇任
まちづくり課 福　舘　兄　祐 （新採用）

市民課 千　葉　愛　梨 （新採用） 主事補
生活環境課 中　畑　圭　介 スポーツ推進課

（兼）商工観光課釜石物産センター
地域福祉課 楢　山　礼　華 （新採用）
（兼）まちづくり課釜石地区生活応援センター（地
域会議担当）
地域福祉課 結　城　伸　予 地域福祉課 兼務
（兼）まちづくり課小佐野地区生活応援センター
（地域会議担当）
地域福祉課 佐々木　　　慧 まちづくり課

（併）教育委員会事務局総務課
高齢介護福祉課 二本松　春　美 市民課
子ども課 佐　藤　　　愛 子ども課 3/31兼務解除

（兼）まちづくり課中妻地区生活応援センター（地
域会議担当）

子ども課上中島こども園 山　本　菜　摘 （新採用） 保育教諭
商工観光課 佐々木　　　収 商工観光課 主事昇任
（兼）商工観光課釜石物産センター （兼）商工観光課釜石物産センター
（兼）まちづくり課甲子地区生活応援センター（地
域会議担当）

（兼）まちづくり課甲子地区生活応援センター（地
域会議担当）

商工観光課 松　山　莉　菜 （新採用）
（兼）商工観光課釜石物産センター
水産農林課 鈴　木　汰玖人 水産農林課 3/31兼務解除

（兼）まちづくり課中妻地区生活応援センター（地
域会議担当）

水産農林課 星　野　恭　佑 税務課
（兼）まちづくり課釜石地区生活応援センター（地
域会議担当）

（兼）まちづくり課釜石地区生活応援センター（地
域会議担当）

建設課 小野寺　史　将 建設課 3/31兼務解除
（兼）まちづくり課甲子地区生活応援センター（地
域会議担当）

（兼）建設課高規格幹線道路対策室

（兼）まちづくり課甲子地区生活応援センター（地
域会議担当）

建設課 松　坂　貴　仁 建設課 3/31兼務解除
（兼）建設課高規格幹線道路対策室

スポーツ推進課 佐　伯　　　悠 （新採用）
（兼）商工観光課釜石物産センター
国際交流課 藤　井　ひかり （新採用） 主事補
（兼）商工観光課釜石物産センター
会計課 佐々木　　　歩 会計課 3/31兼務解除

（兼）まちづくり課唐丹地区生活応援センター（地
域会議担当）

会計課 及　川　海　香 地域福祉課
（兼）まちづくり課唐丹地区生活応援センター（地
域会議担当）
学校教育課 小　林　　　塁 学校教育課 併任
（併）まちづくり課中妻地区生活応援センター（地
域会議担当）
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保健師・看護師・栄養士

【係長職】
新　　　　　職　　　　　名 氏　　　名 現　　　　　職　　　　　名 備　　考

市民課付係長（医療給付担当） 白　岩　由紀子 健康推進課成人保健係長
（兼）新型コロナワクチン接種推進室係長
（兼）健康推進課地域医療連携推進室係長

健康推進課成人保健係長 松　田　法　子 健康推進課主任保健師 昇任
（兼）新型コロナワクチン接種推進室係長 （兼）まちづくり課中妻地区生活応援センター主任

保健師（中妻・小佐野・甲子地区リーダー）
（兼）健康推進課地域医療連携推進室係長 （兼）高齢介護福祉課地域包括支援センター主任保

健師
（兼）中妻公民館主査

高齢介護福祉課地域包括支援センター係長 岩　井　玲　子 高齢介護福祉課地域包括支援センター主任保健師 昇任
（兼）まちづくり課鵜住居地区生活応援センター主
任保健師（鵜住居・栗橋地区リーダー）

【主任保健師・主任栄養士職】
新　　　　　職　　　　　名 氏　　　名 現　　　　　職　　　　　名 備　　考

健康推進課主任保健師 越　田　亜希子 子ども課主任保健師
（兼）まちづくり課釜石地区生活応援センター主任
保健師（釜石・平田・唐丹地区リーダー）

（兼）子ども課子育て世代包括支援センター主任保
健師

（兼）まちづくり課平田地区生活応援センター主任
保健師

（兼）子ども課子育て世代包括支援センター主任保
健師

（兼）高齢介護福祉課地域包括支援センター主任保
健師
（兼）釜石公民館主査
子ども課主任保健師 佐々木　みゆき 健康推進課主任保健師
（兼）子ども課子育て世代包括支援センター主任保
健師

（兼）まちづくり課釜石地区生活応援センター主任
保健師（釜石・平田・唐丹地区リーダー）
（兼）高齢介護福祉課地域包括支援センター主任保
健師
（兼）釜石公民館主査

【保健師等】
新　　　　　職　　　　　名 氏　　　名 現　　　　　職　　　　　名 備　　考

健康推進課保健師 緑　川　可奈絵 健康推進課保健師 3/31兼務解除
（兼）子ども課子育て世代包括支援センター保健師 （兼）まちづくり課中妻地区生活応援センター保健

師
兼務

（兼）高齢介護福祉課地域包括支援センター保健師
（兼）中妻公民館

健康推進課保健師 敬　礼　宏　子 （新採用）
（兼）まちづくり課中妻地区生活応援センター保健
師
（兼）高齢介護福祉課地域包括支援センター保健師
（兼）中妻公民館
健康推進課保健師 小　原　　　茜 高齢介護福祉課地域包括支援センター保健師
（兼）まちづくり課小佐野地区生活応援センター保
健師（中妻・小佐野・甲子地区リーダー）

（兼）まちづくり課小佐野地区生活応援センター保
健師

（兼）高齢介護福祉課地域包括支援センター保健師
（兼）小佐野公民館
健康推進課保健師 佐々木　麻　衣 健康推進課保健師 3/31兼務解除
（兼）まちづくり課唐丹地区生活応援センター保健
師

（兼）まちづくり課平田地区生活応援センター保健
師

兼務

（兼）高齢介護福祉課地域包括支援センター保健師 （兼）高齢介護福祉課地域包括支援センター保健師
（兼）唐丹公民館 （兼）平田公民館
高齢介護福祉課地域包括支援センター保健師 小笠原　綾　子 健康推進課保健師
（兼）まちづくり課小佐野地区生活応援センター保
健師

（兼）まちづくり課小佐野地区生活応援センター保
健師
（兼）高齢介護福祉課地域包括支援センター保健師
（兼）小佐野公民館

高齢介護福祉課地域包括支援センター保健師 今　野　香　織 （新採用）
（兼）まちづくり課鵜住居地区生活応援センター保
健師

【幼稚園教諭、小・中学校用務員】
新　　　　　職　　　　　名 氏　　　名 現　　　　　職　　　　　名 備　考

学校教育課付補佐（幼児ことばの教室担当） 小　澤　幸　恵 学校教育課付補佐（幼児ことばの教室担当） 兼務
（兼）学校教育課付補佐


