旧

任
◆主任級
石川基幹支店金融共済課主任

任
金融部金融課

新
鈴木 深雪 総務部総務課主任
金融部金融課金融渉外

名
田村美加子 金融部金融課主任（昇格）

氏
平賀基幹支店葛川支店長
福士 千春 金融部金融課金融渉外主任（昇格）

◆部長級
古川
金融部融資管理課長

総務部企画管理課長

総務部総務課調査役

総務部総務課長

佐藤 伸子 黒石基幹支店金融共済課主任（昇格）

佐藤 由香 米穀部米穀畜産課主任（昇格）

横山 正人 常盤青果センター主任（昇格）

今井 尚人 黒石青果センター主任（昇格）

福士恵利子 青果部りんご野菜課主任（昇格）

板柳基幹支店金融共済課

平賀基幹支店金融共済課（ＬＡ）

常盤青果センター

黒石青果センター

青果部りんご野菜課

◆次長級
祝詞 総務部総務課考査役（昇格）
共済部共済企画推進課長

豪 米穀部米穀畜産課長（考査役）（昇格）

諭 共済部共済企画推進課長（考査役）（昇格）

石川基幹支店金融共済課長

平賀基幹支店金融共済課調査役

米穀部米穀畜産課長

森

勇人 田舎館基幹支店金融共済課主任

成田代志乃 平賀基幹支店金融共済課主任（昇格）

菱谷 尚樹 黒石基幹支店基幹グリーンセンター購買主任

鶴田 尚子 黒石基幹支店浅瀬石支店主任（昇格）

金融部金融課金融渉外

金融部融資管理課主任

平賀基幹支店新屋支店

常盤基幹支店基幹グリーンセンター購買主任

黒石基幹支店浅瀬石支店

亨 総務部総務課長（考査役）（昇格）

古川
祐子 総務部企画管理課長（考査役）（昇格）

小田桐ひろみ 平賀基幹支店金融共済課考査役（昇格）

鎌田
睦夫 石川基幹支店金融共済課長（考査役）（昇格）
岩渕 里絵 板柳基幹支店金融共済課主任（昇格）

宮本

佐藤
幸喜 板柳基幹支店基幹グリーンセンター長（考査役）
（昇格） 板柳基幹支店基幹グリーンセンター長
田舎館基幹支店基幹グリーンセンター長

金融部金融課

寿 総務部総務課調査役

黒石基幹支店山形支店

寺山

奈良 悠貴 金融部融資管理課
南米穀センター

総務部総務課臨時職員

野上 彩芽 共済部共済事務課
北米穀センター臨時職員

◆一般職

青果部りんご野菜課係長
村上 靖幸 北米穀センター

尾上基幹支店金融共済課

青果部りんご野菜課係長
増田 勝成 北米穀センター（登用）

工藤 夏子 総務部企画管理課（登用）

穣 青果部りんご野菜課調査役（昇格）
黒石青果センター調査役

総務部企画管理課係長

宜史 青果部りんご野菜課調査役（昇格）
尾上青果センター統括

真二 総務部企画管理課調査役（昇格）

長内
淳一 黒石青果センター統括（課長）

営農購買部車輌燃料課車輌センター臨時職員

黒石基幹支店基幹グリーンセンター購買

北山

羽賀
寿徳 尾上青果センター統括（調査役）（昇格）
田邊 大介 営農購買部購買課

成田 汐里 金融部金融課金融渉外

佐藤
板柳基幹支店金融共済課調査役
奈良 一信 営農購買部車輌燃料課車輌センター（登用）

田舎館基幹支店金融共済課係長

齋藤
健二 平賀基幹支店葛川支店長
黒石青果センター統括

美希 金融部融資管理課長（昇格）

吹田
貴嗣 田舎館基幹支店基幹グリーンセンター長

青果部りんご野菜課主任

金融部金融課主任

総務部総務課主任

木村 和幸 営農購買部車輌燃料課平賀給油所（登用）（※）

對馬 大介 営農購買部車輌燃料課セルフくろいしＳＳ
（４／

平賀基幹支店平賀給油所臨時職員

平賀基幹支店平賀給油所臨時職員

平賀基幹支店平賀給油所臨時職員

佐藤 力也 営農購買部車輌燃料課セルフくろいしＳＳ（登用）
（※） 黒石基幹支店セルフくろいしＳＳ臨時職員

井筒

匠 営農購買部車輌燃料課平賀給油所（登用）（※）

営農購買部車輌燃料課車輌センター臨時職員

鳴海
長尾 教共 営農購買部車輌燃料課車輌センター（登用）

兼幸 金融部金融課係長（昇格）

一戸みゆき 総務部総務課係長（昇格）

青果部りんご野菜課主任
野呂

営農購買部車輌燃料課車輌センター臨時職員

常盤基幹支店金融共済課係長（ＬＡ）

阿部由起子 青果部りんご野菜課係長（昇格）

工藤
和延 青果部りんご野菜課係長（昇格）
北米穀センター主任
木村 優太 営農購買部車輌燃料課平賀給油所（登用）（※）

板柳基幹支店基幹グリーンセンター購買係長

黒石基幹支店金融共済課主任（ＬＡ）

営農購買部営農課副調査役

工藤

菅野

佐藤

智弘 平賀基幹支店金融共済課（ＬＡ）

延香 黒石基幹支店基幹グリーンセンター購買（４／ 付） 総務部総務課付

徳嗣 黒石基幹支店浅瀬石支店

里美 黒石基幹支店浅瀬石支店

工藤沙央里 黒石基幹支店金融共済課（３／

凌太 金融部金融課
大谷

今井 良平 営農購買部車輌燃料課石川給油所

浅利 正寿 営農購買部車輌燃料課常盤給油所

総務部総務課付

修治 営農購買部車輌燃料課山形給油所係長（※）

村上紀美子 営農購買部営農課係長（昇格）

榊

祐一 営農購買部車輌燃料課沿川給油所係長（昇格）（※） 板柳基幹支店沿川給油所主任
船木

英寿 黒石基幹支店山形支店

常盤基幹支店基幹グリーンセンター購買
黒石基幹支店金融共済課
黒石基幹支店浅瀬石支店
平賀基幹支店基幹グリーンセンター配送
常盤基幹支店金融共済課
板柳基幹支店金融共済課（ＬＡ）
共済部共済事務課
総務部企画管理課

田舎館基幹支店田舎館給油所
田舎館基幹支店田舎館給油所
田舎館基幹支店田舎館給油所
尾上基幹支店尾上給油所
尾上基幹支店尾上給油所
常盤基幹支店常盤給油所
常盤基幹支店常盤給油所
石川基幹支店石川給油所
板柳基幹支店沿川給油所

工藤

工藤
郁織 尾上基幹支店金融共済課

秀一 田舎館基幹支店基幹グリーンセンター購買

琉世 黒石青果センター

工藤

一戸

勇 営農購買部車輌燃料課平賀給油所臨時職員

歩 営農購買部車輌燃料課セルフくろいしＳＳ臨時職員 黒石基幹支店セルフくろいしＳＳ臨時職員

板柳基幹支店沿川給油所臨時職員

石川基幹支店石川給油所臨時職員

石川基幹支店石川給油所臨時職員

常盤基幹支店常盤給油所臨時職員

常盤基幹支店常盤給油所臨時職員

尾上基幹支店尾上給油所臨時職員

平賀基幹支店平賀給油所臨時職員

平賀基幹支店平賀給油所臨時職員

有馬

勇 営農購買部車輌燃料課平賀給油所臨時職員
古川 覚士 営農購買部車輌燃料課尾上給油所臨時職員

花田

鎌田

山内 優樹 営農購買部車輌燃料課常盤給油所臨時職員

翔貴 常盤基幹支店基幹グリーンセンター購買

成田世莉花 石川基幹支店金融共済課

小田切尚武 営農購買部車輌燃料課石川給油所臨時職員

三浦 孝栄 営農購買部車輌燃料課常盤給油所臨時職員

吉㟢 一樹 営農購買部車輌燃料課沿川給油所臨時職員

晶平 板柳基幹支店金融共済課
平賀基幹支店金融共済課臨時職員

宮本

平賀基幹支店平賀給油所臨時職員

小野 由似 営農購買部車輌燃料課石川給油所臨時職員

秀子 平賀基幹支店新屋支店臨時職員

弥 営農購買部車輌燃料課セルフくろいしＳＳ臨時業務員 黒石基幹支店セルフくろいしＳＳ臨時業務員

平賀基幹支店平賀給油所臨時業務員

黒石基幹支店山形給油所臨時業務員

黒石基幹支店山形給油所臨時業務員

丸山 郁哉 営農購買部車輌燃料課セルフくろいしＳＳ臨時業務員 黒石基幹支店セルフくろいしＳＳ臨時業務員

北山

◆臨時業務員

崇匡 南米穀センター臨時職員

黒石基幹支店基幹グリーンセンター購買臨時業務員

石川基幹支店金融共済課臨時業務員

工藤

文彦 黒石基幹支店山形グリーンセンター臨時業務員

藤根孝太郎 営農購買部車輌燃料課山形給油所臨時業務員
阿部 紀明 営農購買部車輌燃料課山形給油所臨時業務員

平賀基幹支店平賀給油所臨時業務員

平賀基幹支店平賀給油所主任

谷川 隆晟 営農購買部車輌燃料課沿川給油所臨時業務員

福山

木村 康志 営農購買部車輌燃料課尾上給油所臨時業務員

黒石基幹支店山形給油所

工藤 妙子 黒石基幹支店基幹グリーンセンター係長

加藤 健一 板柳基幹支店長

能登谷啓二 尾上基幹支店長

◆ 依 願 退 職 （３月 日付）

優衣 平賀基幹支店金融共済課（ＬＡ）

平賀基幹支店平賀給油所臨時業務員

太田 幸信 営農購買部車輌燃料課平賀給油所臨時業務員

山口 真人 営農購買部車輌燃料課平賀給油所臨時業務員
黒石基幹支店セルフくろいしＳＳ係長

田舎館基幹支店田舎館給油所臨時業務員

京児 営農購買部車輌燃料課セルフくろいしＳＳ係長

中嶋 美徳 営農購買部車輌燃料課平賀給油所臨時業務員

田舎館基幹支店田舎館給油所臨時業務員

楠美

平賀基幹支店平賀給油所副調査役

木野田正子 営農購買部車輌燃料課田舎館給油所臨時業務員

緑 営農購買部車輌燃料課平賀給油所副調査役

尾上基幹支店尾上給油所係長

博幸 営農購買部車輌燃料課尾上給油所係長

斎藤
齋藤

工藤 貢大 営農購買部車輌燃料課田舎館給油所臨時業務員

田舎館基幹支店田舎館給油所主任

平賀基幹支店平賀給油所

伊藤 智彦 北米穀センター

勝 営農購買部車輌燃料課沿川給油所臨時業務員
尾上基幹支店尾上給油所主任

功 営農購買部車輌燃料課山形給油所

平賀基幹支店平賀給油所

齋藤

板柳基幹支店沿川給油所臨時業務員

板柳基幹支店沿川給油所臨時業務員

尾上基幹支店尾上給油所臨時業務員

尾上基幹支店尾上給油所臨時業務員

常盤基幹支店常盤給油所副調査役

正治 営農購買部車輌燃料課尾上給油所主任

丈 営農購買部車輌燃料課田舎館給油所主任

竜也 営農購買部車輌燃料課平賀給油所主任

◆主任級
長尾
齊藤
山口

祐三 営農購買部車輌燃料課平賀給油所

平賀基幹支店平賀給油所

黒石基幹支店セルフくろいしＳＳ

館山

一喜 営農購買部車輌燃料課平賀給油所

田舎館基幹支店田舎館給油所

俊也 営農購買部車輌燃料課セルフくろいしＳＳ

原田

洸 営農購買部車輌燃料課平賀給油所

後藤

今井

泰雄 営農購買部車輌燃料課田舎館給油所

黒石基幹支店セルフくろいしＳＳ

瓜田

孝浩 営農購買部車輌燃料課セルフくろいしＳＳ

小山

村上

◆一般職

葛西 丈士 営農購買部車輌燃料課尾上給油所臨時業務員

佐藤美津仁 営農購買部車輌燃料課常盤給油所副調査役

◆係長級

機構改革による異動

高橋

斎藤可菜子 金融部金融課臨時業務員

◆臨時業務員

長内

◆臨時職員

兼平信太郎 常盤基幹支店金融共済課

若松 雅康 営農購買部車輌燃料課セルフくろいしＳＳ臨時職員 黒石基幹支店セルフくろいしＳＳ臨時職員
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麗奈 営農購買部車輌燃料課セルフくろいしＳＳ（登用）
（※） 黒石基幹支店セルフくろいしＳＳ臨時職員

付） 総務部総務課

村上
昭彦 北米穀センター係長（昇格）
黒石基幹支店基幹グリーンセンター購買主任

高阪 直輝 営農購買部車輌燃料課車輌センター（登用）

葛西
鉄信 南米穀センター係長（昇格）

須藤
平賀基幹支店金融共済課主任（ＬＡ）

藤本信之介 営農購買部車輌燃料課尾上給油所

松橋
穂高 黒石基幹支店基幹グリーンセンター購買

営農購買部営農課

柿崎
雅美 平賀基幹支店金融共済課係長（ＬＡ）（昇格）

付）

藤森
小原健太郎 平賀基幹支店金融共済課（ＬＡ）
俊平 平賀基幹支店新屋支店

平賀基幹支店葛川支店主任
佐藤

知康 平賀基幹支店葛川支店係長（昇格）
努 平賀基幹支店基幹グリーンセンター購買係長（昇格） 平賀基幹支店基幹グリーンセンター購買主任

有里子 営農購買部営農課係長

白瀬

◆係長級

成田ゆき子 板柳基幹支店金融共済課調査役（昇格）

三上

◆課長級

工藤

小野
工藤

秀樹 尾上基幹支店長（昇格）

五十嵐健治 板柳基幹支店長（昇格）
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今井
村元
美優 平賀基幹支店基幹グリーンセンター購買
美澪 尾上基幹支店金融共済課（ＬＡ）

齋藤

恵子 常盤基幹支店金融共済課（ＬＡ）

和仁 平賀基幹支店基幹グリーンセンター指導係長（昇格） 平賀基幹支店基幹グリーンセンター指導主任
山口

千葉

成田

一輝 平賀基幹支店基幹グリーンセンター配送

南米穀センター係長

新岡

板柳基幹支店沿川支店主任

猪股 和友 営農購買部車輌燃料課田舎館給油所

健 田舎館基幹支店基幹グリーンセンター指導係長（昇格） 田舎館基幹支店基幹グリーンセンター指導主任
久子 板柳基幹支店沿川支店係長（昇格）

平賀基幹支店基幹グリーンセンター購買
成田

下山
一戸

智也 常盤基幹支店基幹グリーンセンター購買

伊豫部雄大 営農購買部車輌燃料課田舎館給油所

強 常盤基幹支店基幹グリーンセンター購買係長

赤石
黒石基幹支店浅瀬石支店

松木 弘治 営農購買部車輌燃料課尾上給油所

板柳基幹支店沿川支店臨時職員

剛 営農購買部車輌燃料課田舎館給油所

工藤永久季 石川基幹支店金融共済課
板柳基幹支店基幹グリーンセンター購買臨時職員

都 板柳基幹支店基幹グリーンセンター購買（登用）

竜輝 板柳基幹支店基幹グリーンセンター購買
美夏 板柳基幹支店沿川支店（登用）

栗林

山口 真澄 営農購買部車輌燃料課常盤給油所

小野

◆臨時職員

健 営農購買部車輌燃料課沿川給油所

齊藤丈一郎 黒石基幹支店基幹グリーンセンター指導

◆新採用

葛西

小笠原

阿保

尾上基幹支店金融共済課（ＬＡ）

後藤

19

10
2020.4
11

31

（※）は機構改革によるもの

（４月１日付）
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