
【市長部局】
部長級
総務部理事・東京事務所長（総務部参事）………… 清野　幸喜
民生部長（会計管理者）……………………………… 稲場　慎也
福祉部長・福祉事務所長（教育委員会教育部長）… 長内　信行
経済部長（福祉部長・福祉事務所長）……………… 白戸　　登
会計管理者（福祉部福祉課長・木造地域子育て支援センター所
長）……………………………………………………… 佐藤　廣文
課長級
総務部企画調整課長（財政部財政課副参事・課長補佐）
…………………………………………………………… 葛西　明仁
総務部つがる出張所長（民生部市民課副参事・課長補佐）
…………………………………………………………… 伊藤　幸子
財政部管財課長（財政部管財課副参事・課長補佐）…工藤　一志
民生部国民健康保険課長（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）…………………………… 成田　毅彦
福祉部福祉課長・木造地域子育て支援センター所長（民生部国
民健康保険課長）……………………………………… 嶋　　　昂
福祉部保護課長（消防本部総務課長）……………… 工藤　敏弘
福祉部健康推進課長（総務部つがる出張所長）…… 竹内　攻規
建設部下水道課長（財政部管財課長）……………… 三上　恒寛
会計課長（財政部税務課副参事・課長補佐）……… 山口　淳志
所長級
ひなた児童会館長（ひなた児童会館児童厚生指導員）
…………………………………………………………… 岩川久美子
総務部稲垣出張所副参事・所長補佐・総務係長・市民係長（民
生部環境衛生課副参事・課長補佐・環境係長）…… 渋谷　　司
財政部財政課副参事・課長補佐・起債係長（福祉部介護課副参
事・課長補佐）………………………………………… 小田桐勇人
財政部収納課副参事・課長補佐・調査管理係長（財政部収納課
副参事・課長補佐）…………………………………… 山谷　慎一
財政部管財課副参事・課長補佐（建設部下水道課副参事・課長
補佐）…………………………………………………… 長内　克孝
民生部市民課副参事・課長補佐・国民年金係長（経済部農林水
産課副参事・課長補佐・畜産林務係長）…………… 福井　新一
民生部環境衛生課副参事・課長補佐・環境係長（総務部稲垣出
張所副参事・所長補佐・総務係長・市民係長）…… 藤田　耕三
福祉部福祉課副参事・課長補佐・児童福祉係長（福祉部福祉課
副参事・課長補佐）…………………………………… 宮西　良和
福祉部福祉課副参事・課長補佐・障害福祉係長（福祉部福祉課
副参事・障害福祉係長）……………………………… 工藤理香子
福祉部介護課副参事・課長補佐（福祉部福祉課副参事・課長補
佐・福祉総務係長）…………………………………… 越後谷清芽
福祉部保護課副参事・課長補佐・経理係長（福祉部保護課副参
事・経理係長）………………………………………… 境谷　陽子
経済部農林水産課副参事・課長補佐（経済部農林水産課副参
事・課長補佐・農政係長）…………………………… 成田　　晋
経済部農林水産課副参事・課長補佐・畜産林務係長（福祉部福
祉課副参事・課長補佐）……………………………… 渋谷　正彦
会計課副参事・課長補佐・出納係長（教育委員会教育総務課副
参事・保健給食係長）………………………………… 山口　彰規
総務部車力出張所副参事・総務係長・市民係長（総務部車力出
張所副参事）…………………………………………… 佐藤真由美

民生部環境衛生課副参事・生活衛生係長（民生部環境衛生課副
参事）…………………………………………………… 齋藤亜由子
課長補佐級
総務部秘書広報課長補佐（総務部秘書広報課長補佐・広報広聴
係長）…………………………………………………… 佐々木雅規
総務部企画調整課長補佐・統計係長（総務部企画調整課長補
佐・企画振興係長・統計係長）……………………… 蝦名　宏泰
総務部企画調整課地域創生対策室長補佐・地域創生対策係長
（総務部企画調整課地域創生対策室地域創生対策係長）
…………………………………………………………… 工藤　明美
総務部東京事務所次長（経済部地域ブランド対策室長補佐）
…………………………………………………………… 渡邊　照秀
財政部税務課長補佐（財政部収納課総括主幹・調査管理係長）
…………………………………………………………… 外崎　孝広
民生部国民健康保険課長補佐（民生部国民健康保険課保健事業
係長）…………………………………………………… 米谷真紀子
福祉部介護課長補佐（福祉部介護課高齢福祉係長）…小山真貴子
経済部地域ブランド対策室長補佐・地域ブランド対策係長（経
済部地域ブランド対策室総括主幹・地域ブランド対策係長）
…………………………………………………………… 原田　隆彦
福祉部福祉課総括主幹・福祉総務係長（福祉部保護課総括主
幹・保護係長）………………………………………… 尾野　昭仁
経済部農林水産課総括主幹・水産振興係長（財政部税務課総括
主幹・市民税係長）…………………………………… 対馬　明仁
建設部土木課総括主幹・管理係長（福祉部福祉課総括主幹・児
童福祉係長）…………………………………………… 柴谷奈緒子
建設部下水道課総括主幹・業務係長（財政部財政課総括主幹・
起債係長）……………………………………………… 秋元　淳一
財政部収納課総括主幹（福祉部福祉課総括主幹）… 小笠原真也
係長級
総務部秘書広報課広報広聴係長（総務部秘書広報課主幹）
…………………………………………………………… 工藤　　聡
総務部企画調整課企画振興係長（建設部下水道課業務係長）
…………………………………………………………… 毛内　聖史
総務部東京事務所企業誘致係長（青森県観光国際戦略局観光企
画課派遣）……………………………………………… 佐藤　貴行
総務部東京事務所産業振興係長（青森県観光国際戦略局観光企
画課派遣）……………………………………………… 西巻　公嗣
財政部税務課市民税係長（財政部収納課主幹）…… 福士　寿幸
民生部国民健康保険課保健事業係長（民生部国民健康保険課主
任保健師）……………………………………………… 島谷富美子
民生部国民健康保険課国民健康保険係長（民生部国民健康保険
課主幹）………………………………………………… 鳴海　　晃
福祉部介護課高齢福祉係長（福祉部介護課保健師）…對馬　寿子
福祉部介護課主任保健師（福祉部介護課保健師）… 外崎　輝子
福祉部保護課保護係長・査察指導員（福祉部保護課主幹）
…………………………………………………………… 前田　幸仁
福祉部健康推進課主任保健師（福祉部健康推進課保健師）
…………………………………………………………… 竹谷万里子
経済部農林水産課農政係長（農業委員会事務局農地係長）
…………………………………………………………… 中野　拓哉
建設部建築住宅課都市計画係長（建設部土木課主幹）
…………………………………………………………… 木村　　晃
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　職員の異動総数は209人、職員数は昨年度当初に比べて3人減の427人となりました。

市職員人事異動　【平成31年4月1日付】
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福祉部福祉課主幹（福祉部保護課主幹）…………… 成田　圭吾
福祉部保護課主幹（福祉部福祉課主幹）…………… 成田　　慎
福祉部保護課主幹（津軽広域水道企業団西北事業部派遣）
…………………………………………………………… 三浦　啓司
建設部土木課主幹（つがる西北五広域連合派遣）… 吉田　俊介
総務部総務課付主幹（福祉部福祉課主幹）………… 佐藤　梢恵
主査
総務部総務課主査（総務部企画調整課主査）……… 齊藤　理佐
総務部企画調整課主査（民生部市民課主査）……… 三上　春佳
財政部財政課主査（総務部総務課主査）…………… 高橋　正吾
財政部収納課主査（青森県市町村総合事務組合派遣）
…………………………………………………………… 山口　　昇
福祉部福祉課主査（経済部農林水産課主査）……… 秋元　隆寿
福祉部福祉課主査（財政部税務課主査）…………… 鎌田　和樹
福祉部保護課主査（教育委員会社会教育文化課主査）
…………………………………………………………… 越後谷　嶺
総務部総務課付主査（福祉部福祉課主査）………… 清野　穏佳
主事
総務部総務課主事（教育委員会教育総務課主事）… 堀川瑛美子
総務部企画調整課主事（財政部税務課主事）……… 髙橋　奏永
総務部企画調整課地域創生対策室主事（経済部農林水産課主
事）……………………………………………………… 館山花奈子
財政部税務課主事（総務部総務課主事）…………… 倉光　駿輝
財政部税務課主事（財政部財政課主事）…………… 工藤　厚樹
民生部市民課主事（総務部企画調整課主事）……… 江良龍一朗
福祉部福祉課主事（総務部総務課主事）…………… 柴谷　　唯
福祉部福祉課主事（経済部地域ブランド対策室主事）
…………………………………………………………… 長内　恒也
福祉部保護課主事（総務部企画調整課主事）……… 西岡　圭佑
経済部農林水産課主事（総務部企画調整課地域創生対策室主
事）……………………………………………………… 境谷　柊人
技能職
総務部秘書広報課技能技師（財政部管財課技能技師）
…………………………………………………………… 笹村　敦志

【教育委員会事務局】
部長級
教育部長（総務部企画調整課長）…………………… 坂本　潤一
課長級
森田学校給食センター総括所長（福祉部健康推進課長）
…………………………………………………………… 成田　正隆
森田公民館総括館長（森田学校給食センター所長）…原田　恒行
所長級
車力学校給食センター所長・車力農民研修センター所長（福祉
部保護課副参事・課長補佐・査察指導員）………… 葛西　隆志
課長補佐級
教育総務課長補佐・総務係長・学校施設係長（教育総務課長補
佐・学校施設係長）…………………………………… 長内　研也
教育総務課総括主幹・保健給食係長（建設部建築住宅課総括主
幹・都市計画係長）…………………………………… 福士　義久
教育総務課総括主幹（会計課総括主幹）…………… 千田　貴之
技能職
向陽小学校技能主事（木造中学校技能主事）……… 今岡　哲也
木造中学校技能主事（向陽小学校技能主事）……… 坂本　暁彦
柏中学校技能主事（柏小学校技能主事）…………… 今岡久美子
森田公民館技能主事（柏小学校技能主事）………… 川村　博明

【農業委員会事務局】
課長級
事務局長（建設部下水道課長）……………………… 對馬　繁樹

課長補佐級
事務局次長・農地係長（農業委員会事務局次長）… 高橋　君弘

【監査委員事務局】
課長級
事務局長（福祉部保護課長）………………………… 木津谷昭弘

【消防本部】
次長・消防司令長級
消防次長・消防司令長（つがる市消防署長・消防司令長）
…………………………………………………………… 山本　　均
つがる市消防署長・消防司令長（つがる市消防署副署長・消防
司令）…………………………………………………… 三浦　一仁
課長・消防司令級
総務課長（消防本部警防課長）……………………… 山崎　義信
警防課長（消防本部警防課副参事・課長補佐）…… 江良　康博
つがる市消防署副署長・消防司令（つがる市消防署通信指令室
長・消防司令）………………………………………… 田中　久仁
つがる市消防署通信指令室長・消防司令（つがる市消防署副参
事・消防司令）………………………………………… 七戸　　豊
稲垣分署長・消防司令（つがる市消防署副参事・消防司令）
…………………………………………………………… 工藤　　貢
課長補佐・消防司令補級
警防課長補佐（経済部農林水産課総括主幹・水産振興係長）
…………………………………………………………… 奈良　真樹
つがる市消防署総括主幹・消防司令（つがる市消防署総括主
幹・消防司令補）……………………………………… 秋田谷秀司
つがる市消防署総括主幹・消防司令補（稲垣分署総括主幹・消
防司令補）……………………………………………… 白戸　久士
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）……………………………………………… 今　　浩臣
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）……………………………………………… 坂本　大介
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）……………………………………………… 葛西　　茂
係長・消防士長級
予防課予防係長・消防係長・消防司令補（消防本部予防課予防
係長・消防係長・消防士長）……………………… 小山内健太郎
警防課主幹（経済部農林水産課主幹）……………… 外﨑　　学
つがる市消防署主幹・消防司令補（稲垣分署主幹・消防司令
補）……………………………………………………… 須藤　農智
つがる市消防署主幹・消防司令補（稲垣分署主幹・消防司令
補）……………………………………………………… 伝法谷英樹
つがる市消防署主幹・消防司令補（車力分署主幹・消防司令
補）……………………………………………………… 野呂　克久
つがる市消防署主幹・消防司令補（つがる市消防署主幹・消防
士長）…………………………………………………… 箱田　光司
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）……………………………………………………… 尾野　慎也
車力分署主幹・消防司令補（つがる市消防署主幹・消防司令
補）……………………………………………………… 高橋　和希
予防課主幹・消防士長（稲垣分署主幹・消防副士長）
…………………………………………………………… 境  　 拓己
稲垣分署主幹・消防士長（つがる市消防署主幹・消防士長）
…………………………………………………………… 阪崎　大志
森田分署主幹・消防副士長（稲垣分署主幹・消防副士長）
…………………………………………………………… 山口　知哉
主査・消防副士長級
つがる市消防署主査・消防士長（つがる市消防署主査・消防副
士長）…………………………………………………… 三浦　智史
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つがる市消防署主査・消防士長（つがる市消防署主査・消防副
士長）…………………………………………………… 小嶋　圭介
つがる市消防署主査・消防士長（つがる市消防署主査・消防副
士長）…………………………………………………… 奈良　大地
森田分署主査・消防副士長（つがる市消防署主査・消防副士
長）……………………………………………………… 花田　和馬
稲垣分署主査・消防副士長（消防本部予防課主査・消防副士
長）……………………………………………………… 坂本　　貴
稲垣分署主査・消防副士長（森田分署主査・消防副士長）
…………………………………………………………… 齊藤　優樹
車力分署主査・消防副士長（車力分署主査・消防士）
…………………………………………………………… 工藤　将崇
車力分署主査・消防副士長（車力分署主査・消防士）
…………………………………………………………… 石川竜太郎
主事・消防士
つがる市消防署主事・消防副士長（森田分署主事・消防副士
長）……………………………………………………… 成田　康希
つがる市消防署主事・消防士（森田分署主事・消防士）
…………………………………………………………… 佐藤　祐輔
森田分署主事・消防士（つがる市消防署主事・消防士）
…………………………………………………………… 相馬　大翼

【派遣】
つがる西北五広域連合（総務部企画調整課主幹）… 一戸　淳也
津軽広域水道企業団西北事業部（消防本部警防課主幹）
…………………………………………………………… 三国谷孝幸
青森県東京事務所（福祉部保護課主査）…………… 神　　翔太
青森県観光国際戦略局観光企画課（建設部土木課主査）
…………………………………………………………… 成田　勝寿

【新採用】
教育委員会指導課指導主事…………………………… 澤田　尚希
総務部総務課主事……………………………………… 對馬　拓朗
総務部総務課主事……………………………………… 笹森満理奈
総務部企画調整課主事………………………………… 工藤　祐也
財政部財政課主事……………………………………… 石田明日香
財政部税務課主事……………………………………… 増田　竜哉
財政部収納課主事……………………………………… 田村　尚也
民生部市民課主事……………………………………… 平川詩絵瑠
民生部国民健康保険課主事…………………………… 古川　　葵
民生部環境衛生課主事………………………………… 松橋　賢汰
福祉部福祉課主事……………………………………… 加藤　風香
福祉部介護課主事……………………………………… 木村　茉瑚
経済部農林水産課主事………………………………… 山口　貴央
経済部地域ブランド対策室主事……………………… 台丸谷承瑩
建設部土木課主事……………………………………… 大川　正悟
建設部下水道課主事…………………………………… 澤田　佑太
会計課主事……………………………………………… 一戸　大輝
教育委員会教育総務課主事…………………………… 成田　耕太
教育委員会社会教育文化課主事……………………… 野呂　哉太
農業委員会事務局主事………………………………… 吉田　純也
つがる市消防署主事・消防士………………………… 阿部　将大
つがる市消防署主事・消防士………………………… 盛　　　嵩

【退職】
定年（民生部長）……………………………………… 山谷　　智
定年（経済部長）……………………………………… 山内　信昭
定年（消防本部消防次長・消防司令長）…………… 長谷川郁夫
定年（会計課長）……………………………………… 野呂有恵子
定年（農業委員会事務局長）………………………… 木村　真悦

定年（監査委員事務局長）…………………………… 工藤　賢聖
定年（稲垣分署長・消防司令）……………………… 三浦　順一
定年（ひなた児童会館長）…………………………… 佐々木好子
定年（車力学校給食センター所長・車力農民研修センター所
長）……………………………………………………… 野呂　　茂
定年（森田公民館長・稲垣公民館長）……………… 山谷　敬二
定年（福祉部介護課副参事・課長補佐）…………… 對馬　陽子
定年（ひなた児童会館長補佐）……………………… 須郷　恵子
定年（監査委員事務局副参事・事務局次長・監査係長）
…………………………………………………………… 森畑　明子
定年（民生部市民課副参事・国民年金係長）……… 長内真樹子
定年（民生部環境衛生課副参事・生活衛生係長）… 小山内宏幸
定年（建設部土木課副参事・管理係長）…………… 原田ひと美
定年（教育委員会教育総務課副参事・総務係長）… 宮川久美子
定年（総務部総務課付副参事・津軽広域水道企業団西北事業部
派遣）…………………………………………………… 葛西　兼光
定年（財政部管財課技能技師）……………………… 奈良　純治
定年（柏中学校技能主事）…………………………… 田中　邦子
定年（森田学校給食センター技能主事）…………… 清野るえ子
定年（稲垣学校給食センター技能主事）…………… 三橋　丸司
早期（会計課副参事・課長補佐・出納係長）……… 山口美智子
普通（総務部車力出張所副参事・所長補佐・総務係長・市民係
長）……………………………………………………… 蝦名　　準
普通（教育委員会指導課指導主事）………………… 三和　貴道

【再任用】
総務部稲垣出張所専門員（財政部税務課専門員）… 加藤　　靖
総務部車力出張所専門員（民生部環境衛生課副参事・生活衛生
係長）…………………………………………………… 小山内宏幸
福祉部健康推進課専門員（総務部総務課付副参事・津軽広域水
道企業団派遣）………………………………………… 葛西　兼光
ひなた児童会館専門員（ひなた児童会館長）……… 佐々木好子
ひなた児童会館専門員（ひなた児童会館長補佐）… 須郷　恵子
建設部土木課専門員（農業委員会事務局長）……… 木村　真悦
会計課専門員（会計課長）…………………………… 野呂有恵子
つがる西北五広域連合派遣（民生部長）…………… 山谷　　智
財政部管財課技能技師（財政部管財課技能技師）… 奈良　純治
社会教育文化課専門員（車力学校給食センター所長・車力農民
研修センター所長）…………………………………… 野呂　　茂
森田公民館専門員（森田公民館長・稲垣公民館長）…山谷　敬二
柏小学校技能主事（柏中学校技能主事）…………… 田中　邦子
森田学校給食センター技能主事（森田学校給食センター技能主
事）……………………………………………………… 清野るえ子
稲垣学校給食センター技能主事（稲垣学校給食センター技能主
事）……………………………………………………… 三橋　丸司
農業委員会事務局専門員（監査委員事務局長）…… 工藤　賢聖
監査委員事務局専門員（監査委員事務局副参事・事務局次長・
監査係長）……………………………………………… 森畑　明子
任期満了（総務部総務課専門員）…………………… 木村　好秀
任期満了（総務部稲垣出張所専門員）……………… 高橋由喜子
任期満了（財政部収納課専門員）…………………… 奈良　陽一
任期満了（財政部管財課専門員）…………………… 岩川　正人
任期満了（福祉部健康推進課専門員）……………… 對馬　誠貴
任期満了（建設部土木課専門員）…………………… 山口　一寿
任期満了（会計課専門員）…………………………… 下山　芝規
任期満了（社会教育文化課専門員）………………… 森畑　　聡
任期満了（社会教育文化課専門員）………………… 成田　　信
任期満了（森田公民館専門員）……………………… 白戸由紀子
任期満了（森田公民館専門員）……………………… 佐藤　幸徳
任期満了（森田小学校技能主事）…………………… 沢田加津子
任期満了（農業委員会事務局専門員）……………… 伊藤　祐子
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お 知 ら せ

つがる市
社協からのお知らせ

発行/つがる市社会福祉協議会　〒038-3138　つがる市木造若緑52番地
TEL：0173-42-4660　FAX：0173-42-4686　Ｅメール：tsugarushakyo@tea.ocn.ne.jp　ホームページ　http://tsugarushi-shakyo.net/

平成31年4月

　金品・物品等の寄付、ありがとうございました。皆さまからの善意は福祉事業に有効に活用させていただきまし
た。また、冬の間お休みしていたアルミ缶の回収を再開いたしましたので、引き続きご協力くださるようお願いしま
す。皆さまからの善意を心よりお待ちしております。

Q、社協で回収しているものは何？
Ａ→アルミ缶(プルタブがついたままでも可)、プルタブ、
　　牛乳パック、使用済切手、衣類、食器類など
　　※ぺットボトルのキャップ、電化製品の回収は
　　　行っていません。

　木造地区で開催している、おおむね65才
以上の方を対象にした無料入浴日が月２回
になりました。※年間予定表は本会木造支
所及びしゃこちゃん温泉にあります。

【場　所】しゃこちゃん温泉
【問い合わせ先】　
つがる市社会福祉協議会木造支所（電話42−4660）

期　日：令和元年5月 8日(水) 〈毎月第２水曜日〉
　　　　　　　　6月12日(水)
時　間：午後１時から４時まで
場　所：つがる市社会福祉協議会「相談室」
料　金：無料※相談は予約が必要です。
※また、都合により期日が変更に
　なる場合もありますので、事前
　にお問い合わせください。

【問い合わせ先】
　つがる市社会福祉協議会木造支所（電話42-4660）

　今年度より、「社協からのお知らせ」が隔月(偶
数月)の掲載になりました。
　皆様にご不便をおかけしますが、ご理解くだ
さるようお願いします。

・生活に困っているけど、どこに相談したらいいの・・・
・なかなか仕事がみつからない・・・　　　　　　　　　　　　　　■相談は無料
・仕事を辞めて家賃が払えない、住む家がない・・・　　　　　　　■秘密は厳守
・生活保護の申請を考えている・・・
生活やお仕事などで、悩んでいることはありませんか？
　つがる市生活相談支援センターでは、地域のみなさんが抱えている生活問題等を解決できるように支援して
いきます。生活の不安や悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
問い合わせ先：つがる市生活相談支援センター（つがる市社会福祉協議会内）
電話0173-42-5678（直通）・FAX0173-42-4686　開設日：月～金（祝日を除く）8：30～17：00

平成30年度もたくさんの方々から金品・物品等の寄付をいただきました

お楽しみミニ湯治の会からのお知らせ

法律相談を開催しています
～個人では解決できない法律の問題や家庭問題等

お一人で悩んでいませんか？～

つがる市生活相談支援センター
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17日（水） 18日（木） 19日（金）

24日（水） 25日（木） 26日（金）

5月 5月 5月

8日（水） 9日（木） 10日（金）

22日（水） 23日（木） 24日（金）

6月 6月 6月

12日（水） 13日（木） 14日（金）

26日（水） 27日（木） 28日（金）

※このページは有料掲載になっています。
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