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産商工課主事補 柾谷隆太▼健康増

優華▼福祉課主事補 大井陽友▼水
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▼国保種市病院名誉院長兼外科科長

保種市病院長兼内科医長︶磯﨑一太

︻再任用・常勤︼
▼税務課長 原子内保

阿部均

︻任期付・常勤︼
▼農林課主任専門員

涯学習課主事補 舘石盛行

健師︶▼川向優子︵向田保育所調理

兼大野地域包括支援センター主任保

兼大野保健センター所長補佐兼係長

種市図書館長兼種市歴史民俗資料館

人

戦略推進室主事︶関根義隆▼企画課

主事補︶大﨑茉帆▼教育委員会生涯

市病院副院長兼内科医長兼地域医療

美子▼農林課長 佐々木安武▼健康

孝▼会計管理者兼会計課長 笠月恵

高齢者医療広域連合へ派遣︶吹切一

生活課主事︵町民生活課付・県後期

遣︵税務課主事補︶麥澤敏也▼町民

▼水道事業所︵下水道担当︶技師︵農

主事︵国保種市病院主事︶桂川洋平

会事務局書記︶岩山瞳▼水道事業所

事︵地域振興課主事併選挙管理委員

護師︶夏堀和江▼国保種市病院主任

市病院主任看護師︵国保種市病院看

病院主任看護師︶板橋千春▼国保種

域医療連携室副看護師長︵国保種市

玉恵▼国保種市病院副看護師長兼地

兼地域医療連携室副看護師長︶高橋

任診療放射線技師 野口輝男▼国保

所長 眞下江利子▼国保種市病院主

こども園長 村上由紀子▼帯島保育

ひらない児童館長 梅内澄香▼八木

護師 畠山郁子▼種市こども園長兼

増進課看護師兼種市保健センター看

内温水プール主事︶

信一︵教育委員会生涯学習課種市屋

▼米内朝子︵林郷保育所長︶▼柾谷

再任用任期満了⁝ ２人

師︶▼野田耕生︵町民生活課主事︶

長︶▼青澤和子︵健康増進課副主幹

種市病院老人保健施設長兼外科医

兼大野体育館長︶▼荒谷宗充︵国保

長兼町史編さん室長兼大野図書館長

主事︵教育委員会生涯学習課主事補︶

学習課主事︵教育委員会種市図書館

看護師長︵国保種市病院副看護師長

連携室長︶笠月瑞子▼国保種市病院

弥▼町民生活課主事︵水産商工課主

師︵水道事業所技師補︶石川和義▼

林課主事︶小林純樹▼水道事業所技

人

堅谷真▼特定政策推進室主事︵特定

務所主事兼大野学校給食センター主

主事︶林下昌子▼教育委員会大野事

事・アグリパークおおさわ勤務︶髙

14

橋峻也▼福祉課主事︵町民生活課主

任期付・再任用 ⁝

政策推進室主事補︶野口瑛▼税務課

31

付・県地方税特別滞納整理機構へ派

主事・技師等 ⁝

担当︶兼税務課主査︶玉澤正春

保育士︶大粒来美咲▼大野保育所保

人

課主任︶竹髙健治▼教育委員会種市
諭︵種市保育園保育士︶松村藤子▼

域包括支援センター主任介護支援専

保健センター保健師︶野田智春▼地

18

保健師・看護師・介護職員等 ⁝

歴史民俗資料館係長兼生涯学習課町
八木こども園保育教諭︵八木保育園

大道一男▼農業委員会事務局専門員

史編さん室係長兼種市図書館主査
保育士︶奥寺緑▼八木こども園保育

31

査︵教育委員会種市図書館主任司書

11

14

兼大野図書館主任司書︶平留美子▼

人

歴史民俗資料館主査兼生涯学習課町

38

11

︵教育委員会種市図書館主査兼種市

人

長兼総合戦略推進室長︶東山元寿▼
当課長︵水道事業所下水道担当課長
保子▼向田保育所長兼林郷保育所長

専門員兼主任看護師︵国保種市病院

︻再任用・短時間︼
▼建設課技術支援監

長兼国保大野歯科診療所事務長兼大

14

介護支援専門員兼看護師︶田名部た

人事
15

18
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広報

ひろの
２０２０. ４月号
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洋野町職員

