
人事異動のお知らせ
【秋田県】（４月１日付）
産業労働部（商工関係）の転入者及び転出者は次のとおりです。
なお、次のとおり、部・課等の名称変更及び再編がありました。
産業経済労働部 → 産業労働部（名称変更）
産業経済政策課 → 産業政策課（名称変更）
地域産業課　　 → 地域産業振興課（再編）
地域産業課誘致企業室 → 産業集積課（再編）　
流通貿易課　　 → 商業貿易課（名称変更）
流通貿易課食彩あきた推進室 → 食品産業課（再編）

《転入》　（　）は前職、〈　〉は派遣 敬称略
◎産業労働部
○部長 柴田　　誠（産業経済労働部次長）
○産業労働部部長待遇（兼）東京事務所長
 福原　秀就（東京事務所長）
○次長 斉藤　俊高
 （知事公室参事（兼）東京事務所企業・人材支援課長）
○次長　 関根　浩一（流通貿易課長）
○食農観連携統括監　東海林　文和（資源産業課長）
○新エネルギー政策統括監
 佐々木　誠（環境エネルギー推進課長）
○産業技術総合研究センター工業技術センター所長
　 鎌田　　悟（産業技術総合研究センター
 　　　　　  経営企画部長）
○企業立地事務所長　黒木　孝人（地域産業課長）
○課長待遇 草彅　利健（環境エネルギー推進課主幹）
○課長待遇〈信用保証協会〉
 佐藤　功（科学技術課主幹）
○課長待遇〈活性化センター〉
 佐々木　浩二（食彩あきた推進室長）
○課長待遇〈活性化センター〉
 高橋　徹（産業経済政策課政策監）
○課長待遇〈活性化センター〉
 高橋　俊晴（総務課総合調整主幹）
○課長待遇〈東北経済連合会〉
 佐藤　雅彦（学術国際政策課政策監）
○課長待遇 柴田　健（公営企業課技術管理監）
○商業貿易課長 武田　宏巳（産業経済労働部課長待遇）
○食品産業課長 熊谷　譲（北秋田地域振興局農林部長）
◎産業政策課　
○課長 佐々木　定男（雇用労働政策課長）
○総合調整主幹 金　善則（総務事務センター主幹）
○副主幹 市川　道子（総務事務センター副主幹）
○副主幹 齊藤　大幸（産業経済政策課主査）
○副主幹 大森　範孝（学術国際政策課副主幹）
○副主幹 石川　定人（障害福祉課副主幹）
○副主幹 岡崎　佳治（都市計画課副主幹）
○主査 熊谷　政広（計量検定所主査）
○主査 髙橋　喜代孝（学術国際政策課主査）
○主査 鷲谷　昇（医師確保対策推進室主査）
○主査〈岩手県〉 佐々木　太樹也（産業経済政策課主任）
○主任 小野寺　孝（市町村課主事）
○主任 小田野　光弘（産業技術総合研究センター
 　　　　　　  総務管理部主任）
○主事 佐藤　孝仁（計量検定所主事）
○主事 内藤　麻衣子（地域産業課主事）
◎地域産業振興課　
○課長 出雲　隆志（財政課考査員）
○主幹 兼子　達弘（地域産業課副主幹）
○副主幹 羽川　彦禄（議会事務局議事課副主幹）
○副主幹 佐藤　明（医工連携プロジェクトチーム副主幹）
○副主幹 成田　直（産業技術総合研究センター
 　　　　　工業技術センター主任研究員）
○副主幹〈活性化センター〉
 保坂　一仁（建設管理課副主幹）
○副主幹〈活性化センター〉
 千葉　隆（産業技術総合研究センター
 　　　　　高度技術研究所主任研究員）

○副主幹〈活性化センター〉
 進藤　啓介（福祉政策課副主幹）
○主査 安保　敬洋（仙北地域振興局農林部主査）
○主査 臼木　智昭（東京事務所企画政策課主査）
○主査〈活性化センター〉
 秩父　慎吾（地域産業課主任）
○主査〈活性化センター〉　阿部　秀樹（地域産業課主任）
○主査〈活性化センター〉
 富樫　啓悦（秋田地域振興局総務企画部主査）
○主任 佐藤　聡（科学技術課主事）
○主任〈活性化センター〉
 佐藤　真也（会計管財課主任）
◎産業集積課　
○課長 山口　武秀（誘致企業室長）
○主幹 永井　義之（地域産業課主幹）
○主査 佐々木　英樹（由利地域振興局総務企画部主査）
○主査 大門　英明（由利地域振興局総務企画部主査）

《転出》〈　〉は派遣 敬称略
◎産業経済労働部　
○秋田地域振興局長 森田新一郎
○労働委員会事務局長 大久保　努
○産業技術総合研究センター経営企画部長 山脇　康平
○資源エネルギー産業課長 飯塚　政範
○監査委員事務局監査第二課長 作左部　雅
○建築住宅課市街地再開発推進監 佐々木孝弘
○少子化対策局少子化対策推進監 佐藤　真美
◎産業経済政策課　
○由利地域振興局長 伊藤　邦夫
○産業経済労働部課長待遇〈活性化センター〉 高橋　　徹
○総務課総合調整主幹 中嶋　辰治
○北秋田地域振興局総務企画部地域企画課長 千田　克彦
○教・生涯学習課副主幹 奥山　博史
○農林水産技術センター総務管理室副主幹 上村　直志
○資源エネルギー産業課副主幹 小西　弘紀
○総合防災課副主幹 小林　栄幸
○北教育事務所主査 大塚裕美子
○北児童相談所主査 石塚　　誠
○東京事務所企画政策課主査〈関東自動車〉 加沢　　学
○スポーツ振興課主査 吉尾　千秋
○秋田技術専門校主任 佐々木直子
○商業貿易課主事 戸嶋　悦子
◎地域産業課　
○企業立地事務所長 黒木　孝人
○学術国際局課長待遇〈国際教養大学〉 米澤　輝夫
○団体指導室主幹 佐々木　雅
○産業集積課主幹 永井　義之
○財産活用課副主幹 村上　　寛
○市町村課副主幹 伊藤　真人
○八郎湖環境対策室副主幹 佐藤　裕之
○自然保護課副主幹 齋藤　寿幸
○長寿社会課主査 石川由美子
○スポーツ振興課副主幹 笠井　　潤
○産業政策課主事 内藤麻衣子
【誘致企業室】
○産業集積課長 山口　武秀
○温暖化対策課主幹 池田　　孝
○総合政策課政策監 舘岡　　和
○秘書課副主幹 出茂　正美
○秋田地域振興局建設部副主幹 近藤　　雅
○企業立地事務所主査 黒田　逸人
○東京事務所企画政策課主任〈政策研究大学院大学〉
 岡　　正悟

【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
○秋田支店副業務役 工藤　三知夫（仙台支店副業務役）
《転出》　
○システム部調査役 永井　拓也
○新宿支店調査役 沼田　忠相






【秋田県中小企業団体中央会】(4 月 1日付け )
 (　)は前職
○事務局長 髙　橋　公　悦
 ( 連携組織支援部副部長兼商業振興課長 )

○総務部長兼総務企画課長 山　本　浩　一
 ( 連携組織支援部副部長兼横手支所長 )
○総務部調査広報課長 佐　藤　郁　夫
 ( 商業振興課主幹 )
○総務部調査広報課主任 伊　藤　千恵子
 ( 総務企画課主任 )
○総務部調査広報課主任 谷　口　秀　明
 ( 調査広報課主事 )

○事業振興部商業振興課長 本　間　昭　彦
 ( 調査広報課長 )
○事業振興部工業振興課主幹 堀　井　清　一
 ( 調査広報課主幹 )
○事業振興部横手支所長 加　藤　謙　太
 ( 工業振興課主査 )
○事業振興部大館支所主査 内　藤　陽　子
 ( 大館支所主任 )

※なお、次の通り部名が変更になりました。
(旧 )連携組織支援部　→　(新 )事業振興部

【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。

【職員退職のお知らせ】
　本会事務局長斉藤信郷さん、総務企画課長佐々
木いほ子さんが3月31日をもって定年退職致し
ました。
　斉藤信郷さんは昭和48年 4月から 37年間、
佐々木いほ子さんは昭和46年 4月から39年間
にわたり県内の組合・業界の育成・支援に力を尽
くされるとともに、本会の発展にも大きく貢献さ
れました。
　斉藤信郷さん、佐々木いほ子さんの今後のご活
躍を期待致します。
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