
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年４月１日付け人事異動（内示） 

 市では、別添（部長・課長級以上）のとおり令和 4 年 4 月 1 日付け人事異動の内

示を行いましたので、お知らせします。 

今回の異動は、組織力の維持、向上を図るため、異動規模は業務の継続性に大き

な支障を生じない程度とした結果、異動職員は全体で 100名(約 28％)となりました

（昇任・昇格、新規採用、再任用職員含まず）。 

 また、4 月 1 日より生涯学習課図書館開館準備室の名称を「図書館等複合施設開

館準備室」と改編しますので、併せてお知らせします。 

 

記 

主な概要 

1. 管理職の異動規模 17名【部長級 3名 課長級 14名】 

2. 女性管理職割合  部長級：4名(40％)【前年度：2名(20％)】 

管理職全体：11名(23.4％)【前年度：9名(19.6％)】 

           ※県内市町村平均：20.6％ R3.4.1現在 

              「令和３年度 宮城県における男女共同参画の現状及び施策に関す

る年次報告」より 

3. 異 動 職 員 数 100名（約 28％）   

           職員総数 350 名【男：182 名(52％)、女：168 名(48％)】 
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令和４年４月１日付け　人事異動内示　（部長・課長級）　

1
兼　総括検査監
併　水道事業 副管理者

尾形　昭範 併　水道事業 副管理者

2 部長 ○ ○ 須藤　弥生 市民課 課長 兼　出張所長

3 部長 渡邉　正弘 市民生活部 部長

4 教育部 部長
兼　公民館長
（勤務公署：生涯学習課）

○ ○ 相澤　美和 学校教育課 課長

5 企画部 企画政策課 課長 兼　地方創生推進室長 ○ 小山　温 生涯学習課 課長
兼　総合運動場所長
兼　民俗ギャラリー館長
兼　図書館開館準備室長

6 総務部 防災安全課 危機管理監【一般任期付職員】 高橋　康浩 防災安全課 参事 兼　危機管理監【一般任期付職員】

7 市民生活部 市民課 課長 兼　出張所長 ○ ○ 清水　利美 市民課 課長補佐

8 市民生活部 税務課 課長 西山　高広 健康推進課 課長

9 市民生活部 生活環境課 課長 兼　清掃センター所長 泉川　潤哉 税務課 課長

10 保健福祉部 長寿福祉課 課長 兼　福祉事務所長寿福祉課長 ○ ○ 横田　善和 企画政策課 課長補佐 兼　交通政策推進室長補佐

11 保健福祉部 健康推進課 課長 ○ ○ 伊藤　潤哉 健康推進課 課長補佐

12 保健福祉部 子育て支援課 課長 兼　福祉事務所子育て支援課長 浅場　悟 子育て支援課 課長
兼　福祉事務所子育て支援課長
兼　とみや子育てサロン所長

13 保健福祉部 子育て支援課 保育統括監
兼　とみや子育てサロン所長
（勤務公署：子育て支援課）

○ ○ 阿部　由美子 子育て支援課 課長補佐
兼　保育統括監
兼　とみや子育てサロン副所長

14 経済産業部 産業観光課 課長 兼　まちづくり産業交流プラザ所長 松原　誠 企画政策課 課長 兼　地方創生推進室長

15 建設部 都市整備課 技術参事
兼　維持管理室長
兼　検査監

菅原　典夫 都市整備課 技術参事 兼　維持管理室長

16 教育部 教育総務課
教育施設
整備専門監

兼　検査監 ○ 柴田　康紀 財政課 技術参事 兼　検査監

17 教育部 学校教育課 課長 兼　学校給食センター所長 ○ 今野　善徳 産業観光課 課長
兼　まちづくり産業交流プラザ所長
兼　富谷宿観光交流ステーション所長

18 教育部 生涯学習課 課長
兼　総合運動場所長
兼　民俗ギャラリー館長

○ 菊地　宏修 長寿福祉課 課長 兼　福祉事務所長寿福祉課長

19 教育部 生涯学習課 参事 兼　図書館等複合施設開館準備室長 新　出
生涯学習課
図書館開館準備室

参事

20 局長 ○ 浅野　輝夫

21 安藤　司 生活環境課 課長 兼　清掃センター所長

会計管理者

会計管理者
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22 総務部 総務課付 参事
併　黒川地域行政事務組合
（財政課長兼会計管理者）

日野　正樹 企画政策課 参事 兼　行政改革推進室長

県教委割愛　（県教委公表後本市内示）

23 教育部 学校教育課 参事 兼　指導主事 佐藤　康一 宮城県教育委員会

令和４年３月３１日付け　退職等発令

1 齋藤　英夫 建設部 部長

2 荒谷　敏 教育部 部長
兼　公民館長
兼　学校給食センター所長

3 佐藤　広昭 学校教育課 参事 兼　指導主事

定年退職

県教委割愛終了　県教委公表後本市内示

定年退職
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