氏

名

太田 秀俊 板柳青果センター統括調査役（昇格）

齋藤 幸子 総務部企画管理課係長

榊

北米穀センター係長

金融部融資管理課主任

総務部総務課係長

営農購買部営農課係長

常盤青果センター統括（係長）

葛西 勝哉 金融部融資管理課係長（昇格）

黒石基幹支店浅瀬石支店係長

任

葛西 昭彦 米穀部米穀畜産課係長

常盤基幹支店金融共済課係長

旧

平賀基幹支店長

三上

任

監査室長

山本 卓也 黒石基幹支店浅瀬石支店係長

新

健 監査室長

田舎館基幹支店長

◆係長級

久男 総務部長

金融部長

◆参事級

今井

正彦 金融部長

平賀基幹支店基幹グリーンセンター指導係長

有里子 総務部総務課係長

舘山

文夫 共済部審査役
肥後
南米穀センター係長

総務部長

須藤

営農購買部営農課長
白瀬 鉄信 北米穀センター係長

弘美 参事（昇格）

工藤
伸樹 営農購買部長（昇格）
営農購買部長兼営農経済部門統括
中嶋

猪股

佐藤
尚人 平賀基幹支店長
黒石基幹支店金融共済課長（審査役）

◆部長級

工藤
文範 平賀基幹支店金融共済課長（審査役）
亨 田舎館基幹支店長（昇格）

平賀基幹支店葛川支店係長

修 平賀基幹支店新屋支店係長
平賀基幹支店新屋支店係長

平賀基幹支店金融共済課係長

米穀部米穀畜産課係長

古川 広之 常盤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

加藤 令子 常盤基幹支店金融共済課係長

常盤基幹支店基幹グリーンセンター指導係長

小笠原つる江 平賀基幹支店葛川支店係長

総務部総務課考査役

板柳基幹支店沿川支店係長

高田 新吾 南米穀センター係長

祝詞 総務部総務課長（考査役）
営農購買部営農課調査役
佐々木 篤 常盤青果センター統括（係長）

総務部総務課長（考査役）

仁 黒石基幹支店基幹グリーンセンター指導係長

純 黒石基幹支店六郷支店係長

久我
小野

古川
広輝 営農購買部営農課長（考査役）（昇格）

一戸 久子 板柳基幹支店金融共済課係長

◆次長級

木立

板柳基幹支店基幹グリーンセンター長（考査役）

平賀基幹支店金融共済課考査役

幸喜 石川基幹支店基幹グリーンセンター長（考査役）

小田桐ひろみ 田舎館基幹支店金融共済課考査役

工藤

三浦

齋藤

靖子 黒石基幹支店金融共済課長

浩樹 営農購買部購買課長

正幹 営農購買部営農課調査役（昇格）

和範 平賀青果センター統括（課長）

田舎館基幹支店金融共済課調査役

常盤基幹支店基幹グリーンセンター長

営農購買部営農課係長

黒石基幹支店山形支店長

村上 聖子 黒石基幹支店金融共済課主任

新岡美香子 共済部共済事務課主任

葛西由紀子 金融部金融課主任

工藤

佐藤 義政 総務部総務課主任

◆主任級

平賀基幹支店葛川支店

黒石基幹支店金融共済課（ＬＡ）兼黒石基幹支店山形支店出向

常盤基幹支店金融共済課主任

共済部共済事務課主任出向

黒石基幹支店金融共済課主任

総務部企画管理課

板柳基幹支店金融共済課副調査役

高田

田舎館基幹支店基幹グリーンセンター購買調査役

鈴木 瑞穂 黒石基幹支店金融共済課主任（ＬＡ）（昇格）
〈出向を解く〉

長内日出子 板柳基幹支店沿川支店副調査役

古川
裕子 黒石基幹支店金融共済課調査役
板柳基幹支店沿川支店課長

古川 知里 黒石基幹支店六郷支店主任（昇格）

◆課長級

一戸
公英 黒石基幹支店山形支店長
黒石基幹支店六郷支店係長

佐藤

田澤

櫻庭

渡辺

今

丹代

尚哉 常盤基幹支店基幹グリーンセンター長

孝穂 田舎館基幹支店基幹グリーンセンター指導調査役

智己 平賀基幹支店竹館支店長

公博 平賀基幹支店新屋支店長

義彦 黒石基幹支店基幹グリーンセンター長

尾上基幹支店金融共済課係長（ＬＡ）

営農購買部購買課長

黒石基幹支店基幹グリーンセンター指導調査役

伸枝 田舎館基幹支店基幹グリーンセンター購買調査役 黒石基幹支店金融共済課調査役

勝彦 平賀基幹支店基幹グリーンセンター配送調査役

黒石基幹支店基幹グリーンセンター長

板柳青果センター統括調査役

平賀青果センター統括（課長）

黒石基幹支店六郷支店長

外川 空宇 常盤青果センター

車谷 朋香 常盤基幹支店金融共済課

木村 恭悦 常盤基幹支店金融共済課主任（ＬＡ）

工藤健太郎 尾上基幹支店金融共済課主任（ＬＡ）

中山由美子 尾上基幹支店金融共済課主任（昇格）

佐藤 由香 南米穀センター主任

鶴田 尚子 平賀基幹支店葛川支店主任

成田代志乃 平賀基幹支店金融共済課主任〈出向を解く〉

工藤

佐藤 昭義 黒石青果センター主任

黒石基幹支店金融共済課主任（ＬＡ）

平賀基幹支店金融共済課主任（ＬＡ）

石川基幹支店金融共済課

米穀部米穀畜産課主任

黒石基幹支店浅瀬石支店主任

平賀基幹支店新屋支店主任出向

北米穀センター

平賀青果センター主任

尾上基幹支店金融共済課主任

成田

石川基幹支店基幹グリーンセンター長

笹森
正幸 板柳基幹支店沿川支店課長（昇格）

金融部金融課金融渉外主任

勇 総務部企画管理課主任（昇格）

尾坂三津之 黒石基幹支店六郷支店長（昇格）

奈良
英樹 板柳基幹支店基幹グリーンセンター長

黒石青果センター主任

工藤 友菜 石川基幹支店金融共済課

瞳 北米穀センター主任（昇格）

福井

芽美 石川基幹支店金融共済課主任

晋平 板柳基幹支店基幹グリーンセンター指導主任（昇格） 板柳基幹支店基幹グリーンセンター指導

武 石川基幹支店基幹グリーンセンター購買主任

山本
加藤
野呂

佐藤

山田

美夏 黒石基幹支店浅瀬石支店

誉士 営農購買部営農課

理沙 総務部総務課

常盤青果センター

板柳基幹支店沿川支店

板柳基幹支店沿川グリーンセンター指導

黒石基幹支店金融共済課

葛西 信貴 尾上基幹支店基幹グリーンセンター購買臨時職員 北米穀センター臨時職員

山崎 英輝 営農購買部購買課直売臨時職員

髙橋 麗奈 米穀部米穀畜産課臨時職員

◆臨時職員

工藤花香璃 板柳基幹支店沿川支店

中村 里菜 板柳基幹支店金融共済課

営農購買部購買課直売臨時職員出向

南米穀センター臨時職員

倫 石川基幹支店基幹グリーンセンター購買

葛西
滉平 黒石青果センター
南米穀センター

一戸真理子 常盤基幹支店金融共済課臨時職員

葛原

福士
雅幸 北米穀センター
常盤基幹支店金融共済課（ＬＡ）

◆一般職

中山

黒石基幹支店金融共済課

鈴木

原田

靖幸 南米穀センター

一也 平賀基幹支店基幹グリーンセンター指導

瑞穂 平賀基幹支店新屋支店

総務部総務課付

北米穀センター

黒石基幹支店基幹グリーンセンター指導

中辻美智子 黒石基幹支店金融共済課臨時業務員

前田

◆臨時業務員

常盤基幹支店金融共済課臨時業務員

営農購買部購買課臨時業務員出向

平賀基幹支店金融共済課臨時職員

小山内郁弥 平賀基幹支店金融共済課（ＬＡ）

村上
千都 常盤基幹支店金融共済課

工藤

◆ 定 年 退 職 （３月 日付）

千幸 営農購買部購買課臨時業務員

唐牛
黒石青果センター

田舎館基幹支店基幹グリーンセンター指導

琉世 石川青果センター
慎 板柳基幹支店基幹グリーンセンター指導

工藤
工藤

黒石基幹支店基幹グリーンセンター購買臨時職員

営農購買部購買課直売臨時職員

辰弥 黒石基幹支店基幹グリーンセンター購買（登用）

齋藤巡一郎 営農購買部購買課直売（登用）
浅利

成幸 田舎館基幹支店基幹グリーンセンター指導考査役

◆ 依 願 退 職 （３月 日付）
工藤 俊博 参事

南米穀センター臨時職員
営農購買部車輛燃料課車輛センター臨時職員

法元 北米穀センター（登用）
加織 営農購買部車輛燃料課車輛センター（登用）

木村
對馬

小野 常人 平賀基幹支店竹館支店長

後藤 大輔 平賀基幹支店新屋支店長
石川青果センター臨時職員

須藤 修治 営農購買部車輌燃料課山形給油所係長（３／ 付）

営農購買部車輛燃料課平賀給油所臨時職員

嘉信 平賀青果センター（登用）

平賀基幹支店基幹グリーンセンター配送臨時職員

勇 営農購買部車輛燃料課平賀給油所（登用）

伊藤
大治 南米穀センター（登用）

工藤

水上

齋藤

緑 営農購買部車輌燃料課平賀給油所副調査役
古川

佐藤

佐藤

睦男 営農購買部車輌燃料課車輛センター

関子 黒石基幹支店六郷支店主任

明憲 尾上基幹支店基幹グリーンセンター購買副調査役
常盤基幹支店基幹グリーンセンター購買臨時職員

諭 常盤基幹支店基幹グリーンセンター購買（登用）

佐々木恵美子 田舎館基幹支店基幹グリーンセンター購買（登用） 田舎館基幹支店基幹グリーンセンター購買臨時職員

古川留美子 青果部りんご野菜課主任

原田

営農購買部車輛燃料課常盤給油所臨時職員

工藤永久季 石川基幹支店金融共済課

優樹 営農購買部車輛燃料課常盤給油所（登用）

祐弥 共済部共済事務課

山内

20

※４／１より常用作業員

26

◆新採用

映里 青果部りんご野菜課

孝輔 黒石基幹支店浅瀬石支店

工藤 廣美 南米穀センター嘱託

◆ 雇 用 期 間 満 了 （３月

葛西

翔海 黒石基幹支店基幹グリーンセンター指導

髙井

伊藤

愛凜 平賀基幹支店金融共済課

宮本 晶平 板柳基幹支店金融共済課（３／ 付）

村上

力哉 尾上基幹支店基幹グリーンセンター購買

小枝玲美奈 黒石基幹支店金融共済課

幸山

日付）

花田
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（４月１日付）
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