人 事 異 動 のお 知 ら せ
東川町関係人事
東川町︑東川町教育委員会︑
大雪地区広域連合事務局は︑４
月１日付けでそれぞれ人事異動
を行いました︒

東川町 ︵4月1日︶
︻医務職︼
町立診療所長 中田宏志︵町
立診療所副所長︶▼同副所長
古川倫也︵採用︶

︻主任職︼
産業振興課農地地籍事務所主
任 工藤和博︵都市建設課建設
室主任︶▼同商工観光振興室同
朝倉祥貴︵地域活性課地域づく
り推進室同︶▼企画総務課企画
財政室同 今野裕太︵定住促進
課住まい室同︶

︻室長職︼
税務課収納室長 高平明文
︵㈱東川振興公社統括部長︶▼
会計課会計同 川西詳子︵定住
促進課住民室長︶▼税務課税務
同 山下智秋︵地域活性課地域
づくり推進同︶▼産業振興課農
林振興同 原城靖浩︵企画総務
課企画財政同︶▼写真の町課写
真の町推進同 窪田昭仁︵子ど
も未来課子育て支援推進同︶▼
保健福祉課保健指導室副主幹
長尾千恵美︵保健福祉課保健指
導室主任︶▼定住促進課住民室
長 西原香︵定住促進課住民室
同︶▼同住まい同 北雅仁︵税
務課収納室同︶▼企画総務課企
画財政同 吉原敬晴︵企画総務
課企画財政室同︶▼同総務同
佐々木貴行︵同総務同︶▼都市
建設課まちづくり推進同 藤井
貴慎︵都市建設課まちづくり推
進室同︶

︻課長職︼
地域活性課主幹︵国内外交流
担当︶ 森田栄︵子ども未来課
長＝学童保育センター所長兼務︶
▼企画総務課同︵公共交通兼防
災企画調整・開拓１２０年記念
事業担当︶ 眞貝惠一︵都市建
設課主幹︶▼産業振興課長 鬼
塚幹雄︵産業振興課同＝観光商
工支援担当︶▼会計課長︵会計
管理者︶ 林直美︵会計課会計
室長︶▼都市建設課主幹︵公共
施設管理担当︶ 中山善敬︵都
市建設課まちづくり推進同︶▼
産業振興課同︵観光商工支援担
当︶ 本多大樹︵税務課税務収
納同︶▼同︵産業高次化・雇用
促進同︶ 菊地伸︵産業振興課
農林振興同︶
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幌養護学校同︶▼同
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︻一般職︼
地域活性課地域づくり推進室
主事 川村寛俉︵産業振興課商
工観光振興室主事︶▼都市建設
課まちづくり推進室同 阪部友
洋︵教育課教育推進室同︶▼保
健福祉課社会福祉室同 村中豪
︵税務課税務収納室同︶▼定住
促進課住民室同 山崎絵梨菜
︵保健福祉課社会福祉室同︶▼
企画総務課企画財政室同 谷地
祐紀▼地域活性課地域づくり推
進室同 服部光平▼税務課課税
室同 松田紘幸▼企画総務課総
務室同 手嶋由香▼都市建設課
まちづくり推進室同 坂口七海
︻派遣︼
㈱東川振興公社代表取締役社
長 松倉利充︵東川町産業振興
課長︶▼東神楽町子ども発達支
援センター所長 千田浩一朗
︵企画総務課主幹＝総務室長兼
務︶▼大雪地区広域連合介護保
険対策室長 田渕浩︵同企画総
務課企画財政室主任︶▼㈶全国
市町村研修財団 下込純平︵同
都市建設課まちづくり推進室主
事︶▼大雪地区広域連合国民健
康保険対策室主事 佐藤紫穂
︵保健福祉課社会福祉室同︶
︻退職︼
木下透︵町立診療所長︶▼加
藤友弘︵公務補︶

就任しました
よろしくお願いいたします
国保東川町立診療所副所長
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東川町教育委員会 ︵4月1日︶ 諭︶▼同 辻昌和︵旭川市立緑新
小学校同︶▼同 廣川貴志︵旭川
︻課長職︼
市立近文第一小学校同︶▼養護教
子ども未来課長︵学童保育セ
諭 西原志保美︵旭川市立神楽小
ンター所長兼務︶ 菅沼輝男
学校養護教諭︶
︵会計課長＝会計管理者︶▼教
育課主幹︵生涯学習推進本部事
務局長兼学社連携推進本部事務
◆東川第一小学校
教諭 佐藤秀人︵旭川市立向陵
局長︑生涯教育担当︶ 三島光
小学校教諭︶
博︵写真の町課写真の町推進室
長︶
◆東川第二小学校
校長 工藤芳美︵旭川市立近文
︻主任職︼
第一小学校校長︶
教育課教育推進室長 佐々木
英樹︵教育課教育推進室主任︶
▼同同主任 高石大地︵大雪地
◆東川第三小学校
教諭 辻野尚広︵旭川市立愛宕
区広域連合国民健康保険対策室︶
︻一般職︼
幼児センター保育士 下川美
幸▼同 石川美帆▼教育課教育
推進室主事佐藤舞奈

教職員人事
４月１日付けで町内各公立学
校及び道立学校の教職員の人事
異動がありました︒東川第二小
学校の工藤芳美校長が転出しま
した︒
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