長︶

施設管理室︶福井智章▼都市建

理室︵公共施設サービス課公共

本華奈▼都市建設課公共施設管

︵同︶小林恵美

宏美▼同︵同︶下川美幸▼同

任保育士︵同主査保育士︶杉原

長＝再任用︶小林利津子▼同主
事務主任 脇本昌二

▼期限付教諭

ター副園長︵幼児センター副園

設課公共施設管理室︵農地・地

農林振興室︵税務課課税室︶石

療所事務局次長︶佐藤美樹▼交

︻一般職︼

長︶鬼塚幹雄▼学校法人北工学

︵㈱東川振興公社派遣︶平田章
務室︶手嶋由香▼税務課課税室

祉課社会福祉室︵企画総務課総

課社会福祉室︶村中豪▼保健福

玉田

部光平▼写真の町課写真の町推
室主任︶今野裕太▼幼児セン

︵企画総務課写真文化首都創生

大垣秀彦︵旭川市陵

︵鷹栖養護学校︶︑高田雪江

︵旭川養護学校︶︑本母世跳

子︵旭川聾学校︶︑平岡郁美

森田綾▼期限付寄宿舎指

早坂浩

上山浩一▼事務職員

東

導員
谷果奈

西分健二︵旭川市末

広小校長︶︑高野博︵富良野市

小林利

山

幼児センター副園長
佐伯昌

︻退職︼ ︵３月 日︶
津子▼こども未来室長
子

教職員人事
４月１日付けで町内公立
学校︑道立学校教職員の異
動がありました︒

中野雅夫

長谷部道彦

三木勝仁︵旭川市北

蟹谷正宏︵南富良野
片

全日︶︑矢部美香︵旭川永嶺高

船津進︵旭川北高校

校︶︑那須めぐみ︵同︶

校︶

▼事務長

︻退職︼ ︵３月 日︶

小︶
大久保義邦▼期限付

大内理志
前田昭彦︵東川小校

健

二

冨樫和弘︵有朋高

分

二年間︐東川第二小学校に勤
務させていただきました︒登下
校の際に校長室へ寄り︑元気に
あいさつしてくれる子どもたち︑
仲間への気遣いができる心優し
い子どもたちに癒やされる毎日
でした︒
また保護者や地域の方々︐松
岡町長様を始めとする東川町の
行政の方々が﹁日本一の〝子育
て・教育の町づくり〟﹂の目標
の下︑学校と一緒になって子ど
もたちを育てる﹃共育﹄が行わ
れており︑すばらしい環境で教
育に携わらせていただいたこと
を心から感謝しております︒紙
面にて誠に申し訳ありませんが︑
お力添えいただきました多くの
方々に心より感謝申し上げます︒
４ 月からは︑また東川町民と
して関わらせていただきます︒
終わりになりますが︐東川町の
ますますのご発展と皆さまの御
多幸を心よりお祈り申し上げ︑
離任のごあいさつといたします︒

西

東川町立東川第二小学校

任 し ま し た

三十八年間の教職生活の最後を
東川小学校で終えることができま
した︒東川小学校には︑昭和六十
三年から六年間︑平成二十六年か
ら三年間と二回に渡りお世話にな
りました︒そして︑明るく元気
いっぱいの子ども達と過ごすこと
ができ︑思い出深い学校となりま
した︒
特に最後の三年間は︑先進的な
校舎︑そして先進的な町や地教委
の取り組みに関わることができ︑
貴重な経験もさせていただきまし
た︒
また通学路の変更に伴い︑子ど
も達の安全を最優先に取り組む中
で︑交通安全協会の方には毎日街
頭指導をしていただいたり︑保護
者の自主的な安全指導もしていた
だきました︒地域の皆さまの地道
で献身的な姿勢に守られているか
らこそ︑東川小学校が新たな挑戦
ができるのだと強く感じました︒
保護者︑地域の皆さま方のこれ
までのご支援とご協力に深くお礼
申し上げますとともに︑東川町の
ご発展と地域の皆さまのますます
のご健勝をご祈念申し上げ︑退任
のご挨拶といたします︒

大久保 善邦

前東川町立東川小学校長

退

▼校長

◆東川第一小学校

教諭

▼校長

︻退職︼ ︵３月 日︶

▼教諭

◆北海道東川高校

智子︵同西神楽中︶

倉裕美︵旭川市永山中︶︑遠山

町南富良野中校長︶▼教諭

▼教頭

◆東川中学校

︵同近文第一小︶

鎮小教頭︶▼教諭

▼教頭

◆東川第三小学校

▼教諭

︻退職︼ ︵３月 日︶

任︶

紙谷理恵︵旭川市新富小事務主

︵旭川市千代田小︶▼事務職

小西綾子

ンター︶加藤杏美

小林峻▼幼児センター

生涯学習推進課生涯学習推進

布部小校長︶▼教諭

室

︻新採用︼

▼校長

◆東川第二小学校

小川みな子▼

流促進課交流推進室長︵交流促
籍事務所︶西潟秀行

園旭川福祉専門学校︵税務課長︶

松田紘幸

▼町立診療所医局

洋▼写真の町課長︵保健福祉課
︵税務課収納室︶坂口七海▼同
写真の町推進室長︶北雅仁

進室︵全国市町村国際文化研修

学校教育課教育推進室主任

保健福祉課社会福祉室長︵産
所派遣︶谷地裕紀▼産業振興課

笹原修児

芳賀重紀

文中教頭︶▼教諭

子育て支援センター︵幼児セ

進課交流推進室主任︶大角猛▼

設課公共施設管理室長︵定住促

㈱東川振興公社︵産業振興課

進課住まい室長︶藤川裕充
西川宗孝▼上川広域滞納整理機

室主任︵学校教育課教育推進室

構︵産業振興課商工観光振興室︶ 本凡子

主任︶高石大地▼交流促進課交

企画総務課写真文化首都創生

︻主任職等︼

収納室長︶佐々木正樹▼都市建

︻派遣︼

︻退職︼ ︵３月 日︶
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定住促進課住まい室長︵税務課

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
会はそれぞれ︑４月１日付
けで人事異動を行いました︒
別紙役場機構図参照

東川町 ︵4月1日︶
︻副町長︼
市川直樹︵企画総務課長︶＝
新＝
西島圭哉

住促進課住民室

企画総務課総務室

︻新採用︼

室主任︶川村寛悟▼農地整備事
業振興課商工観光振興室

流推進室主任︵企画総務課総務
務所長︵公共施設サービス課長
昌平

畑宏樹▼定

＝再任用︶眞貝惠一▼同主任

︻退任︼ ︵３月 日︶

小林雅奈▼産

︵都市建設課建設室主任︶池田
合田博

︻退職︼ ︵３月 日︶

副町長

直矢▼都市建設課建設室主任
︵農地・地籍事務所主任︶前野
眞貝

高橋英二▼同同

公共施設サービス課長
恵一▼同室長

社会福祉室長︶矢ノ目俊之▼産
収納室︵企画総務課総務室付︶

企画総務課総務室︵保健福祉

︻一般職︼

企画総務課長︵交流促進課長︶ 浩一

︻課長職︼
菊地伸▼税務課長︵写真の町課

業振興課長︵子ども未来課長︶
栁澤加波▼交流促進課日本語学

長︶窪田昭仁▼交流促進課長

佐藤文泰▼都市建設課主幹︵都

︻主任職等︼

武田恒明
︻転出︼
◆東川小学校
▼教諭 石塚泰鑑︵旭川市朝
東川町教育委員会 ︵4月1日︶
日小︶︑佐々木理恵︵同末広北
︻課長職︼

市建設課建設室長︶金山裕之
校︵交流促進課交流推進室︶服

業振興課農林振興室主任︶竹田

子ども未来課長︵写真の町課

︻室長職︼

慶介▼税務課収納室長︵町立診

小野寺直彦︵東北学

◆北海道東川高校
▼教諭

村智子︵当麻町当麻小︶

後藤武典︵鷹栖養護
院榴ヶ岡高校︶︑藤島由紀︵北
東高校︶▼事務長

見緑陵高校︶︑千葉雄次︵旭川
︵清水高校︶

岡本美雪︵士別市多

寄小校長︶▼教諭

▼校長

◆東川第一小学校

◆東川養護学校
▼教諭
学校︶︑鈴木勝幸︵釧路同︶︑

︵旭川市大有小同︶▼事務主任

川島透︵鷹栖同︶︑佐々木裕一
︵旭川永山西小︶︑土居彰一

松田煬子

︵旭川盲学校教頭︶︑川崎史
大垣隆志︵同小事務主任︶︑

山越

立田俊治︵札幌高

等養護学校教頭︶▼教諭

▼副校長

◆東川養護学校

︵期限付︶
東川第一小教諭︶

古髙理恵︵東川町

︵青森県八戸高等支援学校︶︑
森飛鳥︵紋別養護

佐々木正祐︵北見支援学校︶▼
期限付教諭
学校︶︑桒名優介︵真駒内同︶︑

雲小教頭︶▼教頭

︵遠軽中学校望の丘分校︶︑安

里奈︵鷹栖養護学校︶︑細川純

︵音威子府村音威子府小教頭︶

田明美︵鷹栖養護学校︶︑村山

▼校長

吉野恵子︵下川町下川

◆東川第二小学校

寄宿舎指導員
▼教諭

羽賀啓太︵手稲同︶▼栄養教諭

沢高等養護学校︶▼事務職員
中︶︑造田和佳子︵旭川市東光

石黒久美子︵鷹栖養護学校︶▼

丹羽慎吾︵オホーツク教育局主

脇

島田雄允︵岩見

事︶

将直︵札幌同︶︑武田真喜

渡邉準治▼教諭

︵新︶︑安保翔太郎︵同︶︑山

小︶︑中野雅夫︵再任用︶

▼教頭

︻退職︼ ︵３月 日︶

出実咲︵同︶︑吉田淳一︵再任
諭

用︶︑河野京子︵同︶▼栄養教
堀井秀一▼期限付教諭

早坂昌敏︵旭川市江

丹別小教頭︶▼教諭

▼教頭

◆東川第三小学校

︵美瑛町明徳小︶︑石崎元気

西村麻

坂達也︑吉田淳一︑河野京子︑
西山

美︑加藤理央︑荒川菜緒▼育休

前佛理恵▼期限付教諭
今あ

復帰

︵旭川市緑が丘中︶︑鈴木真理

須藤友香▼寄宿舎指導員

美▼期限付寄宿舎指導員

︵幌加内町幌加内小︶︑小関麻

倉本義嗣

佳祐▼訪問教育学級講師

衣子︵上富良野町東中小︶

◆東川中学校

かり▼再任用調理員 武田真弓

︻転入︼
◆東川小学校
小校長︶▼教諭

︵下川町下川中︶︑菊池岳夫

斉藤勝人

森田繁︵名寄市知恵

︵旭川市末広小︶︑吉澤明日香

︵旭川市永山南中︶▼事務主任

▼教頭

︵愛別町愛別小︶︑木村智美

柴田篤史︵同向陵小︶︑▼期限

遠上美智子

前田昭彦︵東川第一

︵旭川市忠和中︶︑小林弘明

▼校長

︵上富良野町上富良野小︶︑曽

上富良野中︶

上野愛理︵上富良野町

付教諭
木

我佳子︵旭川市永山西︶︑神谷
彩︵同新富小︶︑期限付き
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