東川町関係人事
︵会計管理者︶
竹部

菅沼輝男︵大雪広域

連合事務局長︶▼保健福祉課同
教育長
宮

金沢照代︵主査准看

那須政子︵同︶▼同

主任准看護師

東川町立診療所 ︵４月１日︶
護師︶▼同
坂千枝子︵同︶

教職員人事

︵旭川市立広陵中学校同︶

堀米洋美︵旭川北

大森善幸︵旭川工業高等学校

◆東川高等学校
教諭
教諭︶▼養護教諭
高等学校養護教諭︶

千葉紀行︵北見支援学校校長

◆東川養護学校
青山貴衣︵旭川養護学校同︶

片

林万里︵東川町地域活性課

東川町教育委員会 ︵同︶

東川町教育委員会 ︵４月１日︶

長︶

杉山昌次︵保健福祉課同︶▼定住促進

隆︵定住促進課長︶▼地域活性課同
課同︵住まい室長兼務︶

東川町︑東川町教育委員会︑東
川町農業委員会︑大雪広域連合事
平田章洋

務局は︑それぞれ４月１日付けで
︻課長職︼

主幹︵総務室同︑選挙管理委員会事務
教育課長︵教育推進室長兼務︶

︵企画総務課総務室長︶▼企画総務課

日︑

人事異動を行いました︒
東川町教育委員会は３ 月
校長

山孝司︵教育課長︶
４月１日付けで町内各公立学校及び

局書記次長兼務︶千田浩一朗︵子ども
▼教諭

急逝した岡村裕司前教育長の後任
道立学校の教職員の人事異動がありま
同

▼同
高橋由利子︵拓北養護学校︶▼同
鳥越靖子︵凌雲高等学校事務職

大泉真哉︵北見支援学校同︶▼事務
員︶

職員

日︶

田中千尋︵旭川市立旭川第三
修次︵東川養護学校寄宿舎指導員︶

佐藤安弘︵東川高等学校校長︶▼石崎

菅原敏光︵東川第三小学校校長︶▼

︻退職︼︵３月
吉野裕幸︵旭川市

◆東川小学校

立末広北小学校同︶▼富岡雅人︵東神

小学校教諭︶▼同

教諭

藤沢照夫︵札幌養護学校同︶▼

した︒東川第三小の菅原敏光校長︑東

︻室長職︼
川高等学校の佐藤安弘校長が定年退職︑

佐々木英樹

窪田昭

子ども未来課子育て支援推進室長
︵幼児センター事務長兼務︶

未来課子育て支援推進室同︶
原城靖浩
東川養護学校の千葉紀行校長が転出し

として同委員会臨時委員会を開き︑
企画総務課企画財政室長
仁︵産業振興課商工観光振興室長︶
教育課教育推進室主任
︵保健福祉課社会福祉室主任︶

東川町農業委員会 ︵４月１日︶
︻主任職︼

︻転出︼

ました︒

︻室長職︼

田渕浩

矢ノ目

︵教育委員会教育課教育推進室長︶▼
産業振興課商工観光振興室同
俊之︵定住促進課住まい室同︶

︻主任職︼
企画総務課企画財政室主任
佐々木正樹︵上川広

︵産業振興課農林振興室主任︶▼税務
課税務収納室同
楽町立東神楽小学校同︶▼引地景子

◆東川小学校

︻転入︼

塚原裕美
︵富良野市立富良野小学校同︶

農業委員会事務局主任
︵産業振興課農林振興室主任＝農業委

◆東川第一小学校
三小学校教諭︶▼同

佐々木幸代︵税務

祉課社会福祉室同
員会事務局主任兼務︶

域滞納整理機構事務局次長︶▼保健福

︻主任職︼

新教育長として東川町教育委員の
林万里︵かずさと︶氏︵前東川町
地域活性課長︶を同日付けで任命
しました︒
日付けで東川町を退

林氏は同日の教育長就任に先立
って︑３ 月
委員就任について開会中の町議会
同意を得ました︒
万里氏︵はやし・かずさと︶
︻派遣︼
小学校教頭︶▼教諭
︵南富良野町立北落合小学校同︶▼同

栖町立鷹栖小学校同︶▼同

朝倉祥貴︵税務課税務

歳市立千歳東小学校教諭︶

林
課税務収納室同︶▼地域活性課地域づ
くり推進室同
夫︵保健福祉課主幹＝東川町社会福祉

◆東川第二小学校

︶年４月︑東川町入りし︑商

協議会事務局長︶▼内閣府地域主権局

国学院大学卒業︒１９７ ９ ︵昭
和
大角猛︵企画総務課企画財政

収納室主査︶▼写真の町課写真の町推

研修派遣

藤川裕充︵地域活性課地域

深井真理子︵千

東海林秀樹︵鷹
藤原絋治

高橋誠︵中川町立中央小学

金川一代︵富良野市立富良野小学校
同︶▼同
校同︶▼同

岸政継︵下川町立下

上西信昭︵美瑛町立美瑛小学

古瀬真理恵︵旭川市立旭川第

進室同
竹
教頭

小学校同︶▼期限付教諭

校教頭︶▼教諭
川小学校教頭︶▼養護教諭
期限付栄養教諭

高石大地︵大雪地区広域連合
文︵旭川市立永山南小学校養護教諭︶

教頭

因幡明浩▼

藤弘のぞみ︵美瑛町立美沢小

◆東川第一小学校

永洞梓

岩井智佳︵名寄市立名寄

主査︶

◆東川第三小学校

大泉修︵定住促進課主幹︶▼金澤重
千葉恭子︵当麻

駒井崇︵旭川市立愛宕東小学
学校教頭︶▼教諭

石上陽平

西田由美子︵美瑛

町立美瑛小学校同︶▼教諭

弘

伊端俊紀︵富良野市立布礼別

藤

前東川高等学校長

佐

いただきます︒

感謝申し上げ︑退職のご挨拶とさせて

経験をさせていただいたことに心より

公私ともに︑思い出尽きない豊かな

よろしくお願い申し上げます︒

どうか︑これまでと変わらぬご支援を

行き届いた教育が求められています︒

すが︑今後は一層︑一人ひとりに目が

色ある学校として位置づけられていま

市と一体となった通学区域の中で︑特

に支えられて来ました︒本校は︑旭川

本校の特色も︑そのような皆様の熱意

して︑豊かな人間性を育てようとする

勢に感銘を受けました︒介護教育を通

えて︑積極的に取り組んでおられる姿

人を育てることを町の方針の中心に据

られたことは大変幸せなことでした︒

方々に囲まれて教職生活の最後を迎え

な自然と穏やかな気候︑人間味溢れる

この度︑定年退職となります︒豊か

安

お世話になりました

教頭

◆東川第二小学校

︵美瑛町立美瑛東小学校同︶

町立当麻小学校︶
西田雅恵︵旭川市立北門中学
清水美衣

赤坂恵︵東神楽町立

千 葉 紀 行

年の４月に赴任して︑あっと

年目となり

名ほど増え︑校舎の増築やスク

ます︒ありがとうございました︒

と繁栄を心より祈念し離任の挨拶とし

最後になりますが︑皆さまのご多幸

足をお運びください︒

時期が来ましたら案内いたしますので

ざまな周年行事を計画しております︒

護学校の今を見ていただきたく︑さま

ールバスも１台増えました︒そんな養

ると

ます︒児童生徒の数は開校時から比べ

方々に支えられ開校から

さて︑養護学校は次年度︑地域の

り心より感謝申し上げます︒

皆さまには公私ともに大変お世話にな

いう間に２年が過ぎました︒東川町の

平成

前北海道東川養護学校長

ありがとうございます

東神楽中学校教諭︶▼同

校教諭︶▼教諭

教諭

◆東川中学校

校教諭︶▼養護教諭

教諭

︻退職︼
美︵公務補︶

東川町選挙管理委員会 ︵４月１日︶
東川町選挙管理委員会事務局書記次
長︵企画総務課主幹︑総務室長兼務︶
千田浩一朗︵東川町子ども未来課子

光

任 し ま し た

育て支援推進同︶

退

敏

お世話になりました
原

前東川第三小学校長

菅

東川第三小学校長として二年間勤務
させていただきましたが︑このたび定
年を迎えて退職となりました︒
赴任した時︑自治振興会役員︵副会長︶
というイスも用意されていました︒な
ぜ私が︑という気持ちもありましたが︑
春の学校環境づくり︑地域の方による
交通安全指導︑地域との合同運動会︑
町民運動会等が行われるにつれ︑十分
に理解・納得できました︒﹁地域と学
校が一体﹂という言葉はよく耳にしま
すが︑まさにその言葉通りの実が入っ
た地域と学校でした︒安定した学校経
営ができたのも︑この下支えがあった
からだと実感いたしております︒
第三地区及び東川町の皆さまに感謝申
し上げますとともに︑当町のますます
の発展を祈念し︑退任のご挨拶といた
します︒

五十嵐美

教諭

工観光課観光係を振り出しに︑税
室同︶▼産業振興課農林振興室同
づくり推進室主任︶▼大雪地区広域連

今野裕太

村中豪︵大雪地

本間修司︵中富良野町立本幸

務課資産税係長︑同課税係長︑企
田慶介︵内閣府地域主権局研修派遣︶
合主任

税務課税務収納室
区広域連合︶▼産業振興課農林振興室

林万里︵かずさと︶︵東

教頭

画課国際交流係長︑同企画振興係
▼定住促進課住まい室同

日同町退職︒
栁澤奨一郎︵産業振興課商工観光振興
室︶

教育委員

東川町教育委員会 ︵３月 日︶
川町地域活性課長︶

就任しました
よろしくお願いいたします
里

日付けで教育長に

万

東川町教育委員会教育長

林

このたび︑３ 月
任命され︑前岡村教育長の後任として
就任いたしました︒
もとより浅知短才の私でありますが︑
教育行政を担当させていただくことに
なり︑その職責の重さに身の引き締ま
る思いであります︒
近年︑教育基本法をはじめとする一
連の教育関連法が改正され︑さまざま
な教育改革が推進されておりますが︑
これまで以上に︑学校︑家庭︑地域社
会が連携しながら︑それぞれの役割を
しっかり果たしていくことが求められ
ております︒
子どもたちを取り巻く環境が大きく
変化している中で︑子どもたちの確か
な成長を支え︑夢と希望を抱きながら
自信を持って生きていく子を育ててい
くことが教育の使命だと考えておりま
す︒
今後︑さまざまな教育課題に真摯
︵しんし︶に取り組み︑本町の教育行

大雪地区広域連合事務局長

長︑総務課課長補佐を経て東川町
︵写真の町課写真の町推進室主事︶

︶年３ 月

東川町 ︵4月1日︶

高田勉

藤

中野雅夫︵旭川

寺川利幸︵士別市立士別小学
近江

白川幹雄︵旭川市立

佐藤瑞恵︵旭川市立旭

片倉裕美︵旭川市立北門中学

大島泉︵士

中家俊幸︵旭川市

船津進︵旭川工業高等学

花田雅典︵士別東高等学校校

高橋正志︵星置養護学校校長︶

杉澤恵︵旭川

校長
嶋宮光広 ︵美深高等養護学
菅原靖博︵紋別高等
入田貴広︵今金
押切真由美
舟田

笹谷吾郎

今村貴

︵鷹栖養護学校同︶▼同

平松国男︵新篠

藤田満︵七

飯養護学校同︶▼同

︵紋別養護学校同︶▼同

麻衣︵釧路養護学校同︶▼同

︵中標津高等養護学校同︶▼同

高等養護学校同︶▼同

養護学校教諭︶▼同

校教頭︶▼教諭

▼教頭

◆東川養護学校

北高等学校養護教諭︶

校教諭︶▼養護教諭

長︶▼教諭

校長

◆東川高等学校

林敬右

別市立士別南中学校同︶▼期限付教諭

立永山南中学校同︶▼同

川中学校同︶▼同

校教諭︶▼同

教諭

◆東川中学校

諭︶

栄子︵南富良野町立金山小学校養護教

西神楽小学校教諭︶▼養護教諭

校教頭︶▼教諭

校長

◆東川第三小学校

村好美︵旭川市立近文小学校養護教諭︶

市立神楽岡小学校同︶▼養護教諭

小学校教頭︶▼教諭

︵会計課長＝会計管理者︶▼会計課長

農地・地籍事務所長兼務︶

産業振興課主幹︵農地・地籍担当︑

︻課長職︼

14

︻一般職︼

教育委員会社会教育課長︑同学校

︵平成

から同地域活性課長︒２０１２

町企画総務課長を歴任︒

年５ 月

教育課長︑同生涯学習課長︑東川

野澤秀

31

15

職︒同日付けの東川町教育委員会

14

歳︒東川町出身︒

24

津高等養護学校同︶▼寄宿舎指導員
島田雄允

政振興のため全力を尽くす所存であり
ますので︑ご指導とご支援を賜ります
よう心からお願い申し上げ︑就任の挨
拶といたします︒

30

15

23

54
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