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【秋田県】（4月1日付）
産業労働部（商工関係）の転入出者は次のとおりです。

《転入》　（　）は前職、〈　〉は派遣� 敬称略

◎産業労働部
○産業労働部長（産業労働部次長）� 関根　浩一
○産業労働部次長（兼）産業技術センター副所長
　（産業技術センター副所長（兼）電子光応用開発部長）
� 鎌田　　悟
○産業労働部次長（兼）企業立地事務所長
　（由利地域振興局総務企画部長）� 山口　武秀
○産業労働部参事〈企業活性化センター派遣〉
　（産業政策課長）� 工藤　敏弘
○産業労働部参事〈企業活性化センター派遣〉
　（産業労働部課長待遇）� 伊藤　明光
○産業労働部参事（兼）公営企業課長（商業貿易課長）
� 武田　宏巳
○産業労働部課長待遇〈秋田県信用保証協会派遣〉
　（平鹿地域振興局総務企画部地域企画課長）�高橋　孝弘
○産業政策課長（雇用労働政策課長）� 岩澤　道隆
○地域産業振興課長（国際課長）� 妹尾　　明
○地域産業振興課政策監（団体指導室主幹）� 佐々木　雅
○商業貿易課長（学術国際局課長待遇）� 米澤　輝夫
○資源エネルギー産業課政策監〈産業労働部課長待遇）
� 草彅　利健
○資源エネルギー産業課政策監（資源エネルギー産業課主幹）
� 川上　伸作
○雇用労働政策課長（労働委員会事務局審査調整課長）
� 藤井　一徳
○公営企業課政策監（玉川発電事務所長）� 豊嶋　利之
○産業技術センター技術イノベーション部長
　（地域産業振興課副主幹）� 佐藤　　明
○産業技術センター電子光応用開発部長
　（産業技術センター電子光応用開発部上席研究員）
� 小笠原雄二
○産業技術センター素形材プロセス開発部長
　（産業技術センター素形材プロセス開発部上席研究員）
� 赤上　陽一

◎産業政策課
○副主幹（学術振興課副主幹）� 藤井　　浩
○主査（農林政策課主任）� 伊藤　　学
○主査（公文書館主査）� 齋藤　奈美
○主任（産業政策課主事）� 内藤麻衣子
○主任（　　同　　主事）� 福岡　晃平
○主任（秋田地域振興局建設部主任）� 杉　　浩司

◎地域産業振興課
○主幹（学術振興課主幹）� 三浦　　尚
○副主幹（監査委員事務局監査第一課副主幹）�石川　誠悟
○副主幹（学術振興課副主幹）� 小沢　隆之
○副主幹（地域産業振興課主査）� 髙坂　　聡
○副主幹（資源エネルギー産業課主査）� 田川　慶武
○副主幹（地域産業振興課主査）� 安保　敬洋
○副主幹（　　　同　　　主査）� 臼木　智昭
○副主幹（山本地域振興局総務企画部副主幹）�佐藤　重任
○副主幹〈企業活性化センター派遣〉（地域産業振興課主査）
� 大西　　勝
○主査（産業技術センター電子光応用開発部主任研究員）
� 熊谷　　健
○主査（東京事務所企画政策課主査）� 加沢　　学
○主査（地域産業振興課主任）� 今野　武俊
○主査（平鹿地域振興局総務企画部主任）� 吉田　和之

○主査〈企業活性化センター派遣〉（東京事務所企画政策課主査）
� 三浦　一孝
○主査〈企業活性化センター派遣〉（地域産業振興課主査）
� 秩父　慎吾
○主任（地域産業振興課主事）� 村井　祐二
○主任（　　　同　　　主事）� 寺田　奉昭

◎産業集積課
○副主幹（産業集積課主査）� 佐々木英樹
○副主幹（　　同　　主査）� 大門　英明
○主査（秋田地域振興局県税部主査）� 笠井　仁志
○主任（資源エネルギー産業課主任）� 山上　和丘

◎商業貿易課
○主幹（情報企画課主幹）� 安藤　雅之
○主査（　　同　　主査）� 小野　貴宏
○主査（北秋田地域振興局大館福祉環境部主査）
� 糸屋　智喜
○主事（山本地域振興局農林部主事）� 鈴木　千賀

◎資源エネルギー産業課
○副主幹（福祉政策課副主幹）� 三浦　卓実
○副主幹（産業集積課副主幹）� 阿部　泰久
○副主幹（資源エネルギー産業課主査）� 竹内　洋之
○副主幹（環境管理課副主幹）� 岸　　　勉
○主査（資源エネルギー産業課主任）� 沢木　昭祥
○主査（総務事務センター主任）� 田口　光弘
○主査（秋田発電・工業用水道事務所主査）� 津谷　和浩
○主任（東京事務所企画政策課主任）� 佐藤　昌則

◎雇用労働政策課
○主幹（秋田地域振興局総務企画部副主幹）� 奥山　澄子
○主幹（労働委員会事務局審査調整課主幹）� 佐々木正浩
○副主幹（団体指導室副主幹）� 佐藤　孝司
○副主幹（農林水産技術センター総務管理室副主幹）
� 金　　敏幸
○主査（雇用労働政策課主任）� 松倉　和美
○主査（秋田地域振興局県税部主査）� 田村　知巳
○主査（雇用労働政策課主任）� 塩川　　啓

《転出》　〈　〉は派遣� 敬称略

◎産業労働部
○企画振興部長� 柴田　　誠
○企画振興部次長� 黒木　孝人
○会計管理者（兼）出納局長� 東海林文和
○会計課長� 佐藤　　功
○情報企画課長� 佐藤　雅彦
○財政課長� 出雲　隆志
○秋田地域振興局総務企画部長� 高橋　　徹
○園芸振興課長� 熊谷　　譲
○平鹿地域振興局総務企画部長� 菅沼　和也
○観光振興課政策監� 信田　隆善
○総務部課長待遇〈秋田市派遣〉� 兼子　達弘
○教育庁生涯学習課政策監� 永井　義之
○東京事務所企画政策課長� 保坂　　伸
○総合政策課政策監� 保坂　雅弘

◎産業政策課
○教育委員会副主幹� 後藤　　進
○観光戦略課副主幹� 小松　鋼紀
○人事委員会事務局副主幹� 藤原　浩二
○建設政策課主査� 木村　高志
○総合県税事務所納税部主任� 阿部　　朗

◎地域産業振興課
○大阪事務所主幹� 保坂　一仁

人事異動のお知らせ
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平成24年度本会通常総会開催（予定日）のご案内
○開  催  日　平成24年6月5日（火）

○開催場所　秋田市「秋田キャッスルホテル」（秋田市中通一丁目3－5）
※正式には、4月以降に開催される理事会で決定されます。

○議会事務局副主幹� 佐藤　良知
○名古屋事務所副主幹� 土屋　和久
○学術振興課副主幹〈県大本荘派遣〉� 熊谷　仁志
○　　同　　主査〈国際教養大学派遣〉� 佐藤　真也

◎産業集積課
○企業立地事務所主任� 髙橋　一華

◎商業貿易課
○秋田うまいもの販売課副主幹� 庄子　芳和
○観光戦略課副主幹〈東北経済連合会派遣〉� 須磨　　武

◎資源エネルギー産業課
○人事委員会事務局副主幹� 石田　　亨
○環境整備課技師� 髙橋　　大
○東京事務所企画政策課技師〈資源エネルギー庁派遣〉
� 佐藤　直彦

◎食品産業課
○秋田うまいもの販売課主幹� 和泉　　克
○　　　　��同��　　　　副主幹� 畠山　賢也
○観光振興課副主幹� 菅生　淑子
○秋田うまいもの販売課副主幹� 辻田　豊英
○　　　　��同��　　　　主査� 山内　雅絵
○　　　　��同��　　　　主査� 小田長宏至
○　　　　��同��　　　　主任� 土田　織恵
○港湾空港課主任� 松岡　大介
○総合食品研究センター企画管理室主任研究員
� 杉本　勇人
○秋田うまいもの販売課主事� 佐藤　善文

◎観光課
○少子化対策局副主幹� 益子　和秀
○観光振興課副主幹� 長嶋　直哉
○　　同　　副主幹� 佐藤　功一
○観光戦略課副主幹� 橋本　裕巳
○観光振興課副主幹� 小笠原　晋
○　　同　　副主幹� 小川　　純
○福祉政策課副主幹� 小柳　和己
○観光振興課主幹〈秋田県観光連盟派遣〉� 根田　好倫
○医師確保対策室副主幹� 荻原由美子
○観光振興課副主幹� 飯澤　主貴
○観光戦略課副主幹� 小玉　博樹
○環境整備課主査� 佐々木晃博
○子育て支援課主査� 中村　賢哉
○観光振興課主査� 棚橋恵里子
○　　同　　主任� 山西　龍馬
○由利地域振興局総務企画部主任
　〈山形県庄内総合支庁派遣〉� 髙橋　健治
○観光戦略課主事� 中嶋　結也
○観光振興課主事� 柿崎　浩樹
○　　同　　主事� 橋本　　嶺
○　　同　　主事� 松江　翔一

◎雇用労働政策課
○秘書課副主幹� 門間　兵悦
○教育委員会復帰� 小野　　曜
○労働委員会事務局副主幹� 秩父　克郎
○議会事務局主査� 篠原　　学

【株式会社商工組合中央金庫秋田支店】（4月1日付）
《転入》　（　）は前職� 敬称略
○次長（ソリューション事業部）� 須田　正紀
○調査役（神田支店）� 堤　　公俊

《転出》   
○さいたま支店次長� 小野寺　隆
○押上支店調査役� 須藤　　淳
○上野支店書記� 石村　達也

【秋田県中小企業団体中央会】（4月1日付）
（　）内は前職

◎総務部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○事務局次長兼総務部長（事務局次長）� 加藤　　貢
○総務部総務企画課長（事業振興部商業振興課長）
� 佐藤　郁夫
◎調査部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○調査部調査広報課主事（事業振興部工業振興課主事）　
� 黒政　祐亮
◎事業振興部　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○事業振興部長待遇兼横手支所長（総務部長兼総務企画課長）
� 山本　浩一
○事業振興部長兼工業振興課長兼商業振興課長
　（事業振興部長兼工業振興課長）� 畠山　頼仁
○事業振興部商業振興課課長補佐
　（事業振興部工業振興課課長補佐）� 齋藤　典昭
○事業振興部商業振興課主査（事業振興部商業振興課主任）
� 芳賀　洋子
○事業振興部工業振興課課長補佐（事業振興部横手支所長）
� 加藤　謙太
○事業振興部工業振興課主任（調査部調査広報課主任）　
� 目時　　均
○事業振興部工業振興課主任（事業振興部商業振興課主任）
� 山本　繁広

【新規採用職員のお知らせ】
　4月1日付で職員を新規採用しました。宜しくお
願い致します。

　　土田　慎（つちだ　しん）
　　【調査部調査広報課主査】

【職員退職のお知らせ】
　本会、事業振興部工業振興課上席主幹堀井清一さ
ん、調査部調査広報課上席主幹吉田誠樹さんが3月
31日をもって定年退職致しました。
　堀井清一さん、吉田誠樹さんは共に約33年間に
わたり県内の組合・業界の育成・支援に力を尽く
され、本会の発展に大きく貢献されました。
　堀井清一さん、吉田誠樹さんの永年の功績に対し
感謝申し上げます。


