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新規採用職員辞令交付式

１　日時　　平成２８年４月１日（金）　午前９時１０分から

２　場所　　第４委員会室

３　次第
　⑴　辞令書の交付　　　６１名（男性３７，女性２４）
　　（内訳）　事務職　４０名（男性２２，女性１８）
　　　　　　　技術職　２１名（男性１５，女性　６）
　　　　　　　※消防職員１４名は消防長から辞令交付
　⑵　服務の宣誓　　　代表：髙野　由布紀（たかの　ゆうき）
　⑶　市長あいさつ
　⑷　終了

有 （新規採用職員辞令交付式名簿）

備　考

報道（取材）に
当たってのお願

い

旭川市報道依頼

概　　要

（趣旨・日時・
場所・内容等を
記入すること。）

添付資料

分　　類

日　　程

イベント・行事

発表項目
（行事名）

　式場が狭く，撮影等に当たり十分なスペースが確保できないことが予想さ
れますが，御了承願います。



新規採用職員辞令交付式名簿～平成28年4月1日付け

№ 区分 氏名漢字 氏名カナ 配属部

1 事務(大学) 猪狩　琴音 ｲｶﾞﾘ ｺﾄﾈ （読まない：教育委員会事務局出向）

2 獣医師 板谷　巧 ｲﾀﾔ ﾀｸﾐ 保健所

3 社会福祉 岩木　みのり ｲﾜｷ ﾐﾉﾘ 福祉保険部

4 事務(大学) 岩下　紘樹 ｲﾜｼﾀ ﾋﾛｷ 福祉保険部

5 事務(大学) 上野　聡 ｳｴﾉ ｻﾄｼ 福祉保険部

6 民間 梅津　周平 ｳﾒﾂ ｼｭｳﾍｲ 教育委員会事務局出向

7 建築(大学) 浦島　弘貴 ｳﾗｼﾏ ﾋﾛｷ 建築部

8 事務(大学) 江尻　一汰 ｴｼﾞﾘ ｲﾁﾀ 福祉保険部

9 保育士 及川　このみ ｵｲｶﾜ ｺﾉﾐ 子育て支援部

10 事務(大学) 大島　瑞代 ｵｵｼﾏ ﾐｽﾞﾖ 市民生活部

11 管理栄養士 大谷　育代 ｵｵﾀﾆ ｲｸﾖ 教育委員会事務局出向

12 土木(大学) 小畑　和季 ｵﾊﾞﾀ ﾜｷ 農政部

13 社会福祉 加賀谷　里未 ｶｶﾞﾔ ｻﾄﾐ 福祉保険部

14 社会福祉 片岡　咲弥 ｶﾀｵｶ ｻﾔ 福祉保険部

15 保育士 片山　香菜 ｶﾀﾔﾏ ｶﾅ 子育て支援部

16 民間 加藤　大輔 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 子育て支援部

17 建築(大学) 河合　この実 ｶﾜｲ ｺﾉﾐ 建築部

18 電気(高校) 川﨑　公輔 ｶﾜｻｷ ｺｳｽｹ 水道局出向

19 事務(大学) 上林　芽 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾒｲ 福祉保険部

20 土木(大学) 木村　直生 ｷﾑﾗ ﾅｵｷ 土木部

21 事務(大学) 工藤　優 ｸﾄﾞｳ ﾕｳ 福祉保険部

22 電気(高校) 倉田　慧 ｸﾗﾀ ｹｲ 水道局出向

23 土木(大学) 黒崎　達之 ｸﾛｻｷ ﾀﾂﾕｷ 水道局出向

24 電気(大学) 小林　和広 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 建築部

25 社会福祉 小林　隼人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 福祉保険部

26 事務(大学) 金　征生 ｺﾝ ﾕｷｵ 福祉保険部

27 電気(短大) 近藤　彰彦 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋｺ 水道局出向

28 地方創生 坂口　稔 ｻｶｸﾞﾁ ﾐﾉﾙ 地域振興部

29 事務(大学) 阪口　祐太 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 福祉保険部

30 土木(大学) 佐々木　孔明 ｻｻｷ ｺｳﾒｲ 水道局出向

31 社会福祉 佐々木　直哉 ｻｻｷ ﾅｵﾔ 福祉保険部

32 事務(大学) 佐藤　祐子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 市民生活部

33 土木(大学) 代田　辰徳 ｼﾛﾀ ﾀﾂﾉﾘ 土木部

34 社会福祉 菅原　果 ｽｶﾞﾜﾗ ｺﾉﾐ 福祉保険部

35 事務(高校) 髙　美穂 ﾀｶ ﾐﾎ 市民生活部

36 事務(大学) 髙島　幹 ﾀｶｼﾏ ﾓﾄｷ 福祉保険部

37 事務(大学) 髙野　由布紀 ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 教育委員会事務局出向

38 事務(高校) 谷本　匠 ﾀﾆﾓﾄ ﾀｸﾐ 土木部

39 地方創生 中條　友理子 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾕﾘｺ 子育て支援部
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新規採用職員辞令交付式名簿～平成28年4月1日付け

№ 区分 氏名漢字 氏名カナ 配属部

40 事務(大学) 富田　一雅 ﾄﾐﾀ ｶｽﾞﾏｻ 福祉保険部

41 事務(大学) 中井　優太郎 ﾅｶｲ ﾕｳﾀﾛｳ 福祉保険部

42 事務(大学) 長堀　翔太 ﾅｶﾞﾎﾘ ｼｮｳﾀ 福祉保険部

43 事務(大学) 野澤　早織 ﾉｻﾞﾜ ｻｵﾘ 税務部

44 事務(高校) 花輪　綾乃 ﾊﾅﾜ ｱﾔﾉ 教育委員会事務局出向

45 民間 濱名　勇太 ﾊﾏﾅ ﾕｳﾀ 福祉保険部

46 土木(高校) 藤川　万佑子 ﾌｼﾞｶﾜ ﾏﾕｺ 土木部

47 土木(大学) 古川　修宇 ﾌﾙｶﾜ ｼｭｳ 土木部

48 事務(大学) 前田　慧 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 福祉保険部

49 事務(大学) 松實　孝典 ﾏﾂﾐ ﾀｶﾉﾘ 福祉保険部

50 事務(大学) 松村　麻未 ﾏﾂﾑﾗ ﾏﾐ 保健所

51 事務(高校) 松本　篤 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｼ 税務部

52 事務(短大) 御前　忍 ﾐｻｷ ｼﾉﾌﾞ 建築部

53 建築(大学) 宮川　貴大 ﾐﾔｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 建築部

54 臨床検査技師 宮島　祥太 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 保健所

55 電気(大学) 谷藤　文哉 ﾔﾄｳ ﾌﾐﾔ 総務部

56 事務(短大) 山田　大介 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 環境部

57 事務(高校) 山田　太郎 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾛｳ 税務部

58 事務(大学) 山本　奈菜 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅ 市民生活部

59 建築(大学) 山本　瑞輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 建築部

60 事務(高校) 吉野　竜太朗 ﾖｼﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 市民生活部

61 事務(大学) 渡部　鏡子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ 教育委員会事務局出向
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