
福祉部健康推進課主任保健師
（福祉部健康推進課保健師)  ････････････････････下山　裕子
建設部下水道課工事係長（建設部下水道課主幹) ･･･新谷　貴幸
総務部企画調整課地域創生対策室主幹
（青森県企画政策部地域活力振興課) ･････････････石岡　祐輔
総務部車力出張所主幹（財政部税務課主幹) ･･･････松橋　優子
財政部税務課主幹（つがる西北五広域連合派遣) ･･･佐藤　仁康
財政部収納課主幹（会計課主幹) ･････････････････須藤　作子
福祉部保護課主幹（財政部税務課主幹) ･･･････････金沢　洋行
福祉部保護課主幹（経済部農林水産課主幹) ･･･････米谷　大介
経済部農林水産課主幹（財政部収納課主幹) ･･･････台丸谷紀人
建設部下水道課主幹（経済部農林水産課主幹) ･････菊池　嘉人

〈主査〉
総務部企画調整課主査
（経済部地域ブランド対策室主査) ･･･････････････齊藤　理佐
民生部市民課主査（福祉部保護課主査) ･･･････････新岡　大生
民生部国民健康保険課主査
（青森県後期高齢者医療広域連合派遣) ･･･････････高橋　佳佑
経済部農林水産課主査（民生部環境衛生課主査) ･･･伊藤　大輝

〈主事〉
総務部秘書広報課主事（福祉部保護課主事) ･･･････工藤　綾乃
福祉部福祉課主事（教育委員会教育総務課主事) ･･･原田　智尋
会計課主事（民生部市民課主事) ･････････････････松本　彩花

【議会事務局】
〈所長級〉
事務局副参事・総務係長
（福祉部福祉課副参事・児童福祉係長) ･･･････････松木　若子

〈課長補佐級〉
事務局次長（議会事務局次長・総務係長) ･････････秋田　　俊

【教育委員会】
〈課長級〉
教育総務課長（教育委員会社会教育文化課副参事
・課長補佐・文化財保護係長) ･･･････････････････鳴海　義仁

〈所長級〉
稲垣学校給食センター所長
（農業委員会事務局副参事・事務局次長) ･････････野呂　博己
車力学校給食センター所長・車力農民研修センター所長
（経済部商工観光課副参事・課長補佐)  ･･････････野呂　　茂
社会教育文化課副参事・課長補佐（教育委員会
社会教育文化課副参事・社会体育係長) ･･･････････佐々木浩樹

〈課長補佐級〉
教育総務課長補佐・学校施設係長
（建設部土木課長補佐・土木係長) ･･･････････････長内　研也
社会教育文化課長補佐・社会教育係長
（教育委員会教育総務課長補佐・学校施設係長) ･･･佐藤　公俊
社会教育文化課総括主幹・社会体育係長
（財政部管財課総括主幹・契約検査係長) ･････････小山内博輝
社会教育文化課総括主幹
（車力認定こども園保育教諭) ･･･････････････････坂本　仁美

〈係長級〉
社会教育文化課文化財保護係長
（教育委員会社会教育文化課学芸員) ･････････････羽石　智治

【農業委員会事務局】
〈課長級〉
事務局長（選挙管理委員会事務局長)  ････････････木村　真悦

〈課長補佐級〉
事務局次長（農業委員会事務局総括主幹・農政係長)
･･････････････････････････････････････････････高橋　君弘

〈係長級〉
事務局農政係長（農業委員会事務局主幹) ･････････工藤　正輝

【選挙管理委員会事務局】
〈課長級〉
事務局長（事務局副参事・事務局次長・選挙係長) ･三上　雅弘

〈課長補佐級〉
事務局総括主幹・選挙係長
（つがる西北五広域連合派遣) ･･･････････････････横山　　晃

【監査委員事務局】
〈所長級〉
事務局副参事・事務局次長・監査係長
（監査委員事務局副参事・監査係長) ･････････････森畑　明子

〈主事〉
事務局主事（福祉部福祉課主事) ･････････････････高橋　慧成

【消防本部】
〈部長・消防監級〉
消防長・消防監（消防本部総務課長) ･････････････山崎　和人

〈次長・消防司令長級〉
つがる市消防署長・消防司令長
（消防本部予防課長・消防司令) ･････････････････山本　　均

〈課長・消防司令級〉
総務課長（福祉部保護課副参事・課長補佐・査察指導員)
･･････････････････････････････････････････････工藤　敏弘
予防課長・消防司令（つがる市消防署副参事・消防司令)
･･････････････････････････････････････････････木津　史人
稲垣分署長・消防司令（稲垣分署副参事・消防司令)
･･････････････････････････････････････････････三浦　順一
車力分署長・消防司令（稲垣分署長・消防司令) ･･･斉藤　　勝
つがる市消防署副参事・消防司令
（稲垣分署副参事・消防司令補) ･････････････････長尾　　豊
森田分署副参事・消防司令（森田分署副参事・消防司令補)
･･････････････････････････････････････････････大澤　康彦
稲垣分署副参事・消防司令（稲垣分署副参事・消防司令補)
･･････････････････････････････････････････････工藤　　透

〈課長補佐・消防司令補級〉
つがる市消防署総括主幹・消防司令
（森田分署総括主幹・消防司令) ･････････････････長内　俊昭
つがる市消防署総括主幹・消防司令補
（森田分署総括主幹・消防司令補) ･･･････････････赤城雄一郎
森田分署総括主幹・消防司令補
（つがる市消防署総括主幹・消防司令補) ･････････葛西　昭仁
森田分署総括主幹・消防司令補
（つがる市消防署総括主幹・消防司令補) ･････････今　　浩臣
稲垣分署総括主幹・消防司令補
（つがる市消防署総括主幹・消防司令補) ･････････成田　誠一
車力分署総括主幹・消防司令補
（稲垣分署総括主幹・消防司令補) ･･･････････････田村　哲也

〈係長・消防士長級〉
警防課警防係長・消防司令補（森田分署主幹・消防士長)
･･････････････････････････････････････････････半田　智和
警防課主幹（建設部下水道課主幹) ･･･････････････三国谷孝幸
つがる市消防署主幹・消防司令補
（消防本部警防課警防係長・消防司令補) ･････････豊嶋　文武
森田分署主幹・消防司令補
（つがる市消防署主幹・消防司令補) ･････････････藤田　智彦
稲垣分署主幹・消防司令補
（つがる市消防署主幹・消防司令補) ･････････････傳法谷英樹
稲垣分署主幹・消防司令補
（車力分署主幹・消防司令補) ･･･････････････････鳴海　秀昭

〈主査・消防副士長級〉
総務課主査・消防副士長
（つがる市消防署主査・消防副士長）･････････････七戸　大智
つがる市消防署主査・消防副士長
（森田分署主査・消防副士長）･･･････････････････三浦　智史
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2018年度「市職員人事異動」 【平成30年４月１日付】
平成30年4月1日付けの職員異動総数は197人、職員数は昨年度当初に比べて9人減の430人となりました。

【市長部局】
〈部長級〉
財政部長（民生部市民課長) ･････････････････････台丸谷　績
会計管理者（経済部地域ブランド対策室長) ･･･････稲場　慎也
総務部理事・津軽広域水道企業団西北事業部派遣
（建設部下水道課長) ･･･････････････････････････三浦　貴彦

〈課長級〉
総務部参事（総務部企画調整課長) ･･･････････････清野　幸喜
総務部秘書広報課長（総務部秘書広報課長心得) ･･･粕谷　竜一
総務部企画調整課長（総務部企画調整課地域創生対策室長)
･･････････････････････････････････････････････坂本　潤一
総務部企画調整課地域創生対策室長（総務部企画調整課
地域創生対策室副参事・室長補佐) ･･･････････････今　　清幸
総務部稲垣出張所長（経済部農林水産課副参事
・課長補佐・農業振興係長) ･････････････････････黒滝　憲彦
総務部車力出張所長（福祉部介護課長) ･･･････････工藤　幸司
財政部税務課長（教育委員会稲垣学校給食センター所長) 
･･････････････････････････････････････････････加藤　武彦
民生部市民課長（民生部市民課副参事・課長補佐) ･川村　博文
民生部環境衛生課長（民生部環境衛生課長心得) ･･･高橋　隆治
福祉部介護課長（財政部税務課長) ･･･････････････成田　頼司
福祉部健康推進課長（民生部環境衛生課副参事・課長補佐)
･･････････････････････････････････････････････成田　正隆
経済部地域ブランド対策室長（総務部車力出張所長) 
･･････････････････････････････････････････････梶浦　宏文
建設部下水道課長（福祉部健康推進課長) ･････････對馬　繁樹

〈所長級〉
ひなた児童会館長（車力認定こども園主任保育教諭) 
･･････････････････････････････････････････････佐々木好子
総務部車力出張所副参事・所長補佐・総務係長・市民係長
（建設部建築住宅課副参事・課長補佐）･･･････････蝦名　　準
財政部税務課副参事・課長補佐
（会計課副参事・課長補佐・経理係長）･･･････････山口　淳志
民生部市民課副参事・課長補佐
（総務部総務課副参事・給与係長) ･･･････････････伊藤　幸子
民生部国民健康保険課副参事・課長補佐・国民健康保険係長
（民生部国民健康保険課副参事・課長補佐) ･･･････成田　毅彦
民生部環境衛生課副参事・課長補佐・環境係長
（民生部環境衛生課副参事・環境係長) ･･･････････渋谷　　司
福祉部福祉課副参事・課長補佐
（民生部国民健康保険課副参事・課長補佐) ･･･････渋谷　正彦
福祉部保護課副参事・課長補佐・査察指導員
（福祉部福祉課副参事・課長補佐) ･･･････････････葛西　隆志
経済部農林水産課副参事・課長補佐・農政係長
（財政部管財課副参事・課長補佐) ･･･････････････成田　　晋
経済部農林水産課副参事・課長補佐・畜産林務係長
（経済部農林水産課副参事・課長補佐
　・畜産林務係長・土地改良係長) ･･･････････････福井　新一
建設部土木課副参事・課長補佐・道路維持係長
（津軽広域水道企業団西北事業部派遣)  ･･････････原田　義光
建設部建築住宅課副参事・課長補佐（教育委員会
社会教育文化課副参事・課長補佐・社会教育係長) ･渡辺　一晋
会計課副参事・課長補佐・出納係長
（会計課副参事・出納係長) ･････････････････････山口美智子
総務部つがる出張所副参事
（総務部車力出張所副参事) ･････････････････････石岡　和子
総務部稲垣出張所副参事
（総務部つがる出張所副参事) ･･･････････････････山本　洋子
財政部税務課副参事（車力認定こども園保育教諭）･小寺　礼子
民生部国民健康保険課副参事・後期高齢者医療係長
（民生部国民健康保険課副参事・国民健康保険係長)
･･････････････････････････････････････････････花田世登美

ひなた児童会館長補佐（木造地域子育て支援センター保育士)
･･････････････････････････････････････････････須郷　恵子
ひなた児童会館児童厚生指導員
（木造地域子育て支援センター保育士) ･･･････････岩川久美子
木造地域子育て支援センター保育士
（車力認定こども園保育教諭) ･･･････････････････小寺　裕子
経済部農林水産課副参事・農業振興係長
（経済部農林水産課副参事) ･････････････････････野呂　文子
建設部土木課副参事・管理係長
（建設部土木課副参事) ･････････････････････････原田ひと美
建設部建築住宅課副参事・市営住宅係長
（建設部建築住宅課副参事) ･････････････････････奈良　淳子
建設部建築住宅課副参事
（車力認定こども園保育教諭) ･･･････････････････天坂　敬子
建設部下水道課副参事（経済部農林水産課副参事)
･･････････････････････････････････････････････渋谷　　靖

〈課長補佐級〉
総務部秘書広報課長補佐・広報広聴係長
（総務部秘書広報課長補佐・秘書係長) ･･･････････佐々木雅規
財政部管財課長補佐（財政部税務課長補佐) ･･･････野呂　雅人
民生部国民健康保険課長補佐
（民生部国民健康保険課総括主幹・国保税係長) ･･･片山　　勉
福祉部福祉課長補佐（監査委員事務局次長) ･･･････宮西　良和
福祉部健康推進課長補佐・保健予防係長
（福祉部健康推進課保健予防係長) ･･･････････････木津由美子
経済部商工観光課長補佐（福祉部介護課総括主幹
・介護保険係長) ･･･････････････････････････････長瀬　公秀
建設部土木課長補佐・土木係長
（建設部土木課総括主幹・道路維持係長）･････････宮崎　喜樹
建設部下水道課長補佐（建設部下水道課長補佐・工事係長) 
･･････････････････････････････････････････････長内　克孝
総務部総務課総括主幹・給与係長
（建設部下水道課総括主幹) ･････････････････････工藤　隆子
総務部総務課総括主幹・交通防災係長
（財政部収納課総括主幹) ･･･････････････････････成田　貴秋
総務部車力出張所総括主幹
（車力認定こども園保育教諭) ･･･････････････････川口　房子
財政部管財課総括主幹・契約検査係長
（建設部土木課総括主幹・管理係長) ･････････････柴谷　康文
財政部管財課総括主幹・財産管理係長
（総務部秘書広報課総括主幹) ･･･････････････････山内あき子
民生部環境衛生課総括主幹
（財政部管財課総括主幹) ･･･････････････････････齋藤亜由子
福祉部福祉課総括主幹・児童福祉係長
（総務部秘書広報課総括主幹・広報広聴係長) ･････柴谷奈緒子
福祉部介護課総括主幹・介護保険係長
（財政部財政課総括主幹・財政係長) ･････････････神　　吉仁
経済部農林水産課総括主幹・水産振興係長（経済部
農林水産課総括主幹・農政係長・水産振興係長) ･･･奈良　真樹
経済部農林水産課総括主幹・土地改良係長
（つがる西北五広域連合派遣) ･･･････････････････村田　龍治
経済部商工観光課総括主幹・観光係長（経済部
商工観光課総括主幹・商工係長・観光係長) ･･･････藤森　友香
経済部商工観光課総括主幹・商工係長
（宮城県南三陸町派遣) ･････････････････････････鳴海　教人
会計課総括主幹・経理係長（会計課総括主幹) ･････中田　良子
会計課総括主幹（財政部収納課総括主幹) ･････････千田　貴之

〈係長級〉
総務部総務課総務係長（総務部総務課主幹) ･･･････吉岡　克洋
総務部秘書広報課秘書係長（議会事務局主幹) ･････丹代美智子
財政部財政課財政係長（財政部財政課主幹) ･･･････福島　裕輔
民生部国民健康保険課国保税係長
（総務部総務課総務係長) ･･･････････････････････丹代　誠記
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福祉部健康推進課主任保健師
（福祉部健康推進課保健師)  ････････････････････下山　裕子
建設部下水道課工事係長（建設部下水道課主幹) ･･･新谷　貴幸
総務部企画調整課地域創生対策室主幹
（青森県企画政策部地域活力振興課) ･････････････石岡　祐輔
総務部車力出張所主幹（財政部税務課主幹) ･･･････松橋　優子
財政部税務課主幹（つがる西北五広域連合派遣) ･･･佐藤　仁康
財政部収納課主幹（会計課主幹) ･････････････････須藤　作子
福祉部保護課主幹（財政部税務課主幹) ･･･････････金沢　洋行
福祉部保護課主幹（経済部農林水産課主幹) ･･･････米谷　大介
経済部農林水産課主幹（財政部収納課主幹) ･･･････台丸谷紀人
建設部下水道課主幹（経済部農林水産課主幹) ･････菊池　嘉人

〈主査〉
総務部企画調整課主査
（経済部地域ブランド対策室主査) ･･･････････････齊藤　理佐
民生部市民課主査（福祉部保護課主査) ･･･････････新岡　大生
民生部国民健康保険課主査
（青森県後期高齢者医療広域連合派遣) ･･･････････高橋　佳佑
経済部農林水産課主査（民生部環境衛生課主査) ･･･伊藤　大輝

〈主事〉
総務部秘書広報課主事（福祉部保護課主事) ･･･････工藤　綾乃
福祉部福祉課主事（教育委員会教育総務課主事) ･･･原田　智尋
会計課主事（民生部市民課主事) ･････････････････松本　彩花

【議会事務局】
〈所長級〉
事務局副参事・総務係長
（福祉部福祉課副参事・児童福祉係長) ･･･････････松木　若子

〈課長補佐級〉
事務局次長（議会事務局次長・総務係長) ･････････秋田　　俊

【教育委員会】
〈課長級〉
教育総務課長（教育委員会社会教育文化課副参事
・課長補佐・文化財保護係長) ･･･････････････････鳴海　義仁

〈所長級〉
稲垣学校給食センター所長
（農業委員会事務局副参事・事務局次長) ･････････野呂　博己
車力学校給食センター所長・車力農民研修センター所長
（経済部商工観光課副参事・課長補佐)  ･･････････野呂　　茂
社会教育文化課副参事・課長補佐（教育委員会
社会教育文化課副参事・社会体育係長) ･･･････････佐々木浩樹

〈課長補佐級〉
教育総務課長補佐・学校施設係長
（建設部土木課長補佐・土木係長) ･･･････････････長内　研也
社会教育文化課長補佐・社会教育係長
（教育委員会教育総務課長補佐・学校施設係長) ･･･佐藤　公俊
社会教育文化課総括主幹・社会体育係長
（財政部管財課総括主幹・契約検査係長) ･････････小山内博輝
社会教育文化課総括主幹
（車力認定こども園保育教諭) ･･･････････････････坂本　仁美

〈係長級〉
社会教育文化課文化財保護係長
（教育委員会社会教育文化課学芸員) ･････････････羽石　智治

【農業委員会事務局】
〈課長級〉
事務局長（選挙管理委員会事務局長)  ････････････木村　真悦

〈課長補佐級〉
事務局次長（農業委員会事務局総括主幹・農政係長)
･･････････････････････････････････････････････高橋　君弘

〈係長級〉
事務局農政係長（農業委員会事務局主幹) ･････････工藤　正輝

【選挙管理委員会事務局】
〈課長級〉
事務局長（事務局副参事・事務局次長・選挙係長) ･三上　雅弘

〈課長補佐級〉
事務局総括主幹・選挙係長
（つがる西北五広域連合派遣) ･･･････････････････横山　　晃

【監査委員事務局】
〈所長級〉
事務局副参事・事務局次長・監査係長
（監査委員事務局副参事・監査係長) ･････････････森畑　明子

〈主事〉
事務局主事（福祉部福祉課主事) ･････････････････高橋　慧成

【消防本部】
〈部長・消防監級〉
消防長・消防監（消防本部総務課長) ･････････････山崎　和人

〈次長・消防司令長級〉
つがる市消防署長・消防司令長
（消防本部予防課長・消防司令) ･････････････････山本　　均

〈課長・消防司令級〉
総務課長（福祉部保護課副参事・課長補佐・査察指導員)
･･････････････････････････････････････････････工藤　敏弘
予防課長・消防司令（つがる市消防署副参事・消防司令)
･･････････････････････････････････････････････木津　史人
稲垣分署長・消防司令（稲垣分署副参事・消防司令)
･･････････････････････････････････････････････三浦　順一
車力分署長・消防司令（稲垣分署長・消防司令) ･･･斉藤　　勝
つがる市消防署副参事・消防司令
（稲垣分署副参事・消防司令補) ･････････････････長尾　　豊
森田分署副参事・消防司令（森田分署副参事・消防司令補)
･･････････････････････････････････････････････大澤　康彦
稲垣分署副参事・消防司令（稲垣分署副参事・消防司令補)
･･････････････････････････････････････････････工藤　　透

〈課長補佐・消防司令補級〉
つがる市消防署総括主幹・消防司令
（森田分署総括主幹・消防司令) ･････････････････長内　俊昭
つがる市消防署総括主幹・消防司令補
（森田分署総括主幹・消防司令補) ･･･････････････赤城雄一郎
森田分署総括主幹・消防司令補
（つがる市消防署総括主幹・消防司令補) ･････････葛西　昭仁
森田分署総括主幹・消防司令補
（つがる市消防署総括主幹・消防司令補) ･････････今　　浩臣
稲垣分署総括主幹・消防司令補
（つがる市消防署総括主幹・消防司令補) ･････････成田　誠一
車力分署総括主幹・消防司令補
（稲垣分署総括主幹・消防司令補) ･･･････････････田村　哲也

〈係長・消防士長級〉
警防課警防係長・消防司令補（森田分署主幹・消防士長)
･･････････････････････････････････････････････半田　智和
警防課主幹（建設部下水道課主幹) ･･･････････････三国谷孝幸
つがる市消防署主幹・消防司令補
（消防本部警防課警防係長・消防司令補) ･････････豊嶋　文武
森田分署主幹・消防司令補
（つがる市消防署主幹・消防司令補) ･････････････藤田　智彦
稲垣分署主幹・消防司令補
（つがる市消防署主幹・消防司令補) ･････････････傳法谷英樹
稲垣分署主幹・消防司令補
（車力分署主幹・消防司令補) ･･･････････････････鳴海　秀昭

〈主査・消防副士長級〉
総務課主査・消防副士長
（つがる市消防署主査・消防副士長）･････････････七戸　大智
つがる市消防署主査・消防副士長
（森田分署主査・消防副士長）･･･････････････････三浦　智史
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2018年度「市職員人事異動」 【平成30年４月１日付】
平成30年4月1日付けの職員異動総数は197人、職員数は昨年度当初に比べて9人減の430人となりました。

【市長部局】
〈部長級〉
財政部長（民生部市民課長) ･････････････････････台丸谷　績
会計管理者（経済部地域ブランド対策室長) ･･･････稲場　慎也
総務部理事・津軽広域水道企業団西北事業部派遣
（建設部下水道課長) ･･･････････････････････････三浦　貴彦

〈課長級〉
総務部参事（総務部企画調整課長) ･･･････････････清野　幸喜
総務部秘書広報課長（総務部秘書広報課長心得) ･･･粕谷　竜一
総務部企画調整課長（総務部企画調整課地域創生対策室長)
･･････････････････････････････････････････････坂本　潤一
総務部企画調整課地域創生対策室長（総務部企画調整課
地域創生対策室副参事・室長補佐) ･･･････････････今　　清幸
総務部稲垣出張所長（経済部農林水産課副参事
・課長補佐・農業振興係長) ･････････････････････黒滝　憲彦
総務部車力出張所長（福祉部介護課長) ･･･････････工藤　幸司
財政部税務課長（教育委員会稲垣学校給食センター所長) 
･･････････････････････････････････････････････加藤　武彦
民生部市民課長（民生部市民課副参事・課長補佐) ･川村　博文
民生部環境衛生課長（民生部環境衛生課長心得) ･･･高橋　隆治
福祉部介護課長（財政部税務課長) ･･･････････････成田　頼司
福祉部健康推進課長（民生部環境衛生課副参事・課長補佐)
･･････････････････････････････････････････････成田　正隆
経済部地域ブランド対策室長（総務部車力出張所長) 
･･････････････････････････････････････････････梶浦　宏文
建設部下水道課長（福祉部健康推進課長) ･････････對馬　繁樹

〈所長級〉
ひなた児童会館長（車力認定こども園主任保育教諭) 
･･････････････････････････････････････････････佐々木好子
総務部車力出張所副参事・所長補佐・総務係長・市民係長
（建設部建築住宅課副参事・課長補佐）･･･････････蝦名　　準
財政部税務課副参事・課長補佐
（会計課副参事・課長補佐・経理係長）･･･････････山口　淳志
民生部市民課副参事・課長補佐
（総務部総務課副参事・給与係長) ･･･････････････伊藤　幸子
民生部国民健康保険課副参事・課長補佐・国民健康保険係長
（民生部国民健康保険課副参事・課長補佐) ･･･････成田　毅彦
民生部環境衛生課副参事・課長補佐・環境係長
（民生部環境衛生課副参事・環境係長) ･･･････････渋谷　　司
福祉部福祉課副参事・課長補佐
（民生部国民健康保険課副参事・課長補佐) ･･･････渋谷　正彦
福祉部保護課副参事・課長補佐・査察指導員
（福祉部福祉課副参事・課長補佐) ･･･････････････葛西　隆志
経済部農林水産課副参事・課長補佐・農政係長
（財政部管財課副参事・課長補佐) ･･･････････････成田　　晋
経済部農林水産課副参事・課長補佐・畜産林務係長
（経済部農林水産課副参事・課長補佐
　・畜産林務係長・土地改良係長) ･･･････････････福井　新一
建設部土木課副参事・課長補佐・道路維持係長
（津軽広域水道企業団西北事業部派遣)  ･･････････原田　義光
建設部建築住宅課副参事・課長補佐（教育委員会
社会教育文化課副参事・課長補佐・社会教育係長) ･渡辺　一晋
会計課副参事・課長補佐・出納係長
（会計課副参事・出納係長) ･････････････････････山口美智子
総務部つがる出張所副参事
（総務部車力出張所副参事) ･････････････････････石岡　和子
総務部稲垣出張所副参事
（総務部つがる出張所副参事) ･･･････････････････山本　洋子
財政部税務課副参事（車力認定こども園保育教諭）･小寺　礼子
民生部国民健康保険課副参事・後期高齢者医療係長
（民生部国民健康保険課副参事・国民健康保険係長)
･･････････････････････････････････････････････花田世登美

ひなた児童会館長補佐（木造地域子育て支援センター保育士)
･･････････････････････････････････････････････須郷　恵子
ひなた児童会館児童厚生指導員
（木造地域子育て支援センター保育士) ･･･････････岩川久美子
木造地域子育て支援センター保育士
（車力認定こども園保育教諭) ･･･････････････････小寺　裕子
経済部農林水産課副参事・農業振興係長
（経済部農林水産課副参事) ･････････････････････野呂　文子
建設部土木課副参事・管理係長
（建設部土木課副参事) ･････････････････････････原田ひと美
建設部建築住宅課副参事・市営住宅係長
（建設部建築住宅課副参事) ･････････････････････奈良　淳子
建設部建築住宅課副参事
（車力認定こども園保育教諭) ･･･････････････････天坂　敬子
建設部下水道課副参事（経済部農林水産課副参事)
･･････････････････････････････････････････････渋谷　　靖

〈課長補佐級〉
総務部秘書広報課長補佐・広報広聴係長
（総務部秘書広報課長補佐・秘書係長) ･･･････････佐々木雅規
財政部管財課長補佐（財政部税務課長補佐) ･･･････野呂　雅人
民生部国民健康保険課長補佐
（民生部国民健康保険課総括主幹・国保税係長) ･･･片山　　勉
福祉部福祉課長補佐（監査委員事務局次長) ･･･････宮西　良和
福祉部健康推進課長補佐・保健予防係長
（福祉部健康推進課保健予防係長) ･･･････････････木津由美子
経済部商工観光課長補佐（福祉部介護課総括主幹
・介護保険係長) ･･･････････････････････････････長瀬　公秀
建設部土木課長補佐・土木係長
（建設部土木課総括主幹・道路維持係長）･････････宮崎　喜樹
建設部下水道課長補佐（建設部下水道課長補佐・工事係長) 
･･････････････････････････････････････････････長内　克孝
総務部総務課総括主幹・給与係長
（建設部下水道課総括主幹) ･････････････････････工藤　隆子
総務部総務課総括主幹・交通防災係長
（財政部収納課総括主幹) ･･･････････････････････成田　貴秋
総務部車力出張所総括主幹
（車力認定こども園保育教諭) ･･･････････････････川口　房子
財政部管財課総括主幹・契約検査係長
（建設部土木課総括主幹・管理係長) ･････････････柴谷　康文
財政部管財課総括主幹・財産管理係長
（総務部秘書広報課総括主幹) ･･･････････････････山内あき子
民生部環境衛生課総括主幹
（財政部管財課総括主幹) ･･･････････････････････齋藤亜由子
福祉部福祉課総括主幹・児童福祉係長
（総務部秘書広報課総括主幹・広報広聴係長) ･････柴谷奈緒子
福祉部介護課総括主幹・介護保険係長
（財政部財政課総括主幹・財政係長) ･････････････神　　吉仁
経済部農林水産課総括主幹・水産振興係長（経済部
農林水産課総括主幹・農政係長・水産振興係長) ･･･奈良　真樹
経済部農林水産課総括主幹・土地改良係長
（つがる西北五広域連合派遣) ･･･････････････････村田　龍治
経済部商工観光課総括主幹・観光係長（経済部
商工観光課総括主幹・商工係長・観光係長) ･･･････藤森　友香
経済部商工観光課総括主幹・商工係長
（宮城県南三陸町派遣) ･････････････････････････鳴海　教人
会計課総括主幹・経理係長（会計課総括主幹) ･････中田　良子
会計課総括主幹（財政部収納課総括主幹) ･････････千田　貴之

〈係長級〉
総務部総務課総務係長（総務部総務課主幹) ･･･････吉岡　克洋
総務部秘書広報課秘書係長（議会事務局主幹) ･････丹代美智子
財政部財政課財政係長（財政部財政課主幹) ･･･････福島　裕輔
民生部国民健康保険課国保税係長
（総務部総務課総務係長) ･･･････････････････････丹代　誠記
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