
令和５年度　青森市職員名簿【教育委員会事務局】 （令和５年４月１日現在）

所属名 職名 職員番号 氏名

教育委員会事務局総務課 教育部長 5161 小野　正貴

教育委員会事務局 次長 6883 武井　秀雄

教育委員会事務局総務課 課長 3846 金澤　敦

教育委員会事務局総務課 副参事 5708 淋代　充子

教育委員会事務局総務課 主幹 4894 佐藤　明文

教育委員会事務局総務課 主幹 5010 植村　圭介

教育委員会事務局総務課 主幹 5510 中畑　啓子

教育委員会事務局総務課 主幹 5835 葵　卓

教育委員会事務局総務課 主査 4866 太田　悟

教育委員会事務局総務課 主査 5707 山田　顕世

教育委員会事務局総務課 主査 6086 小鹿　史織

教育委員会事務局総務課 主査 6224 斉藤　貴康

教育委員会事務局総務課 文化財主査 5110 小野　貴之

教育委員会事務局総務課 主事 7143 柴田　未希

教育委員会事務局総務課 主事 7272 古山　翔陽

教育委員会事務局総務課 主事 7519 三上　晃治

教育委員会事務局総務課 主事 7624 中林　勇人

教育委員会事務局総務課 主事 7865 谷　優香

教育委員会事務局総務課 主事 8397 前田　友美恵

教育委員会事務局総務課 主事 8412 小野　夏実

教育委員会事務局総務課 主事 8701 古川　泰斗

教育委員会事務局総務課 主事 8705 稲葉　真紀

教育委員会事務局総務課 主事 8823 佐藤　真織

教育委員会事務局総務課 技師 7310 大出　龍典

教育委員会事務局総務課 技師 7408 佐々木　基士

教育委員会事務局総務課 技師 7409 兼平　佳和

教育委員会事務局総務課 主任技能技師 4401 小田　一仁

教育委員会事務局総務課 専任員 4036 須藤　光春

教育委員会事務局文化学習活動推進課 課長 5001 東條　英哲

教育委員会事務局文化学習活動推進課 主幹 5027 櫻庭　雄介

教育委員会事務局文化学習活動推進課 主幹 5602 穐元　学

教育委員会事務局文化学習活動推進課 主幹 5607 堀内　孝悦

教育委員会事務局文化学習活動推進課 主査 5833 唐川　昌彦

教育委員会事務局文化学習活動推進課 主査 5992 泉澤　脩子

教育委員会事務局文化学習活動推進課 主査 6830 髙坂　泰行

教育委員会事務局文化学習活動推進課 主査 7120 山内　一潤

教育委員会事務局文化学習活動推進課 主事 7268 苫米地　登記子

教育委員会事務局文化学習活動推進課 主事 8370 高杉　愛

教育委員会事務局文化学習活動推進課 主事 8511 川浪　ゆり

教育委員会事務局文化学習活動推進課 主事 8524 神　実李

教育委員会事務局文化学習活動推進課 主事 8525 荒田　翼

教育委員会事務局文化学習活動推進課 主事 8957 白取　史也

教育委員会事務局中央市民センター 館長 3765 奥崎　和彦

教育委員会事務局中央市民センター 主幹 5473 肥後　奈緒子

教育委員会事務局中央市民センター 主幹 5701 工藤　伸彰
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教育委員会事務局中央市民センター 主査 4621 渡邊　リカ子

教育委員会事務局中央市民センター 主査 5343 髙坂　美雪

教育委員会事務局中央市民センター 主査 5966 田中　浩司

教育委員会事務局中央市民センター 主査 5999 森山　宏

教育委員会事務局中央市民センター 主査 6109 菊池　祥子

教育委員会事務局中央市民センター 主査 6207 長内　真由美

教育委員会事務局中央市民センター 主査 7893 田村　慎哉

教育委員会事務局中央市民センター 主事 7283 川村　翠

教育委員会事務局中央市民センター 主事 8406 小野寺　一歴

教育委員会事務局中央市民センター 主事 8499 舘山　知保

教育委員会事務局中央市民センター 主事 8846 中村　水優

教育委員会事務局中央市民センター 主事 8860 米谷　玲奈

教育委員会事務局中央市民センター 主任技能技師 5404 奥崎　隆博

教育委員会事務局中央市民センター 専任員 3798 西澤　哲司

教育委員会事務局文化遺産課 課長 4541 鈴木　謙一郎

教育委員会事務局文化遺産課 主幹 5109 児玉　大成

教育委員会事務局文化遺産課 主幹 5195 船橋　尚史

教育委員会事務局文化遺産課 主査 4880 熊谷　朗子

教育委員会事務局文化遺産課 主査 5175 工藤　洋樹

教育委員会事務局文化遺産課 主査 5952 石戸谷　勉

教育委員会事務局文化遺産課 文化財主査 5108 木村　淳一

教育委員会事務局文化遺産課 文化財主査 5258 設楽　政健

教育委員会事務局文化遺産課 主事 7022 長﨑　泰幸

教育委員会事務局文化遺産課 主事 7118 太田　慎二

教育委員会事務局市民図書館 館長 4353 村上　泰子

教育委員会事務局市民図書館歴史資料室 室長 7718 工藤　大輔

教育委員会事務局市民図書館 主幹 4397 福島　貴子

教育委員会事務局市民図書館 主幹 4918 成田　恵悦

教育委員会事務局市民図書館 主幹 5028 西田　紀子

教育委員会事務局市民図書館 主査 3971 須藤　智子

教育委員会事務局市民図書館 主査 4867 白濱　舞子

教育委員会事務局市民図書館 主査 4927 風晴　結花

教育委員会事務局市民図書館 主査 5323 秋村　毅史

教育委員会事務局市民図書館 主任司書 4717 定　晴美

教育委員会事務局市民図書館 主任司書 5055 瀬川　幸江

教育委員会事務局市民図書館 主任司書 5159 佐藤　陽子

教育委員会事務局市民図書館 主任司書 5315 佐々木　久子

教育委員会事務局市民図書館 主事 6904 澤田　陽香

教育委員会事務局市民図書館 主事 7135 工藤　耕治

教育委員会事務局市民図書館 主事 7259 鳴海　結衣

教育委員会事務局市民図書館 主事 7382 鈴久名　龍臣

教育委員会事務局市民図書館 主事 7388 上野　恵久

教育委員会事務局市民図書館 主事 7648 土田　きらら

教育委員会事務局市民図書館 司書 7772 三浦　茉梨花

教育委員会事務局市民図書館 主任技能技師 4658 木原　寿政

教育委員会事務局市民図書館 主任技能技師 4726 玉熊　克吉
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教育委員会事務局市民図書館 主任技能技師 4751 佐藤　繁美

教育委員会事務局市民図書館 主任技能技師 5102 相馬　佳樹

教育委員会事務局市民図書館 再任用 4339 山本　浩靖

教育委員会事務局市民図書館 再任用 4553 伊藤　慶尚

教育委員会事務局学務課 課長 6881 角田　毅

教育委員会事務局学務課 副参事 9058 柴田　幸一

教育委員会事務局学務課 主幹 4768 小笠原　将憲

教育委員会事務局学務課 主幹 4896 佐藤　進一

教育委員会事務局学務課 主査 4742 東谷　由香

教育委員会事務局学務課 主査 6117 北澤　綾子

教育委員会事務局学務課 主査 8800 小野寺　里美

教育委員会事務局学務課 主査 9059 松本　幸平

教育委員会事務局学務課 主事 7655 佐藤　麗奈

教育委員会事務局学務課 主事 8505 林　萌香

教育委員会事務局学務課 主事 8680 青山　隆

教育委員会事務局学務課 主事 8819 近藤　歩

教育委員会事務局学校給食課 課長 4138 門間　隆

教育委員会事務局学校給食課小学校給食センター 所長 3926 倉光　浩一

教育委員会事務局学校給食課中学校給食センター 所長 5166 中村　篤

教育委員会事務局学校給食課浪岡学校給食センター 所長 6524 藤山　孝美

教育委員会事務局学校給食課 主幹 4915 徳差　弘子

教育委員会事務局学校給食課 主幹 6523 山田　誠志

教育委員会事務局学校給食課 主査 4432 山﨑　正昭

教育委員会事務局学校給食課 主査 4629 沢木　美裕貴

教育委員会事務局学校給食課 主査 5489 金沢　典子

教育委員会事務局学校給食課 主査 5589 伊藤　浩二

教育委員会事務局学校給食課 主査 5719 阿保　隆志

教育委員会事務局学校給食課 主任栄養士 5662 外﨑　瑞穂

教育委員会事務局学校給食課 主事 7747 野村　俊介

教育委員会事務局学校給食課 主事 8717 木村　祐介

教育委員会事務局学校給食課 栄養士 8353 野上　美奈見

教育委員会事務局学校給食課 主任技能主事 4750 大黒谷　昭憲

教育委員会事務局学校給食課 主任技能主事 4766 秋元　憲一

教育委員会事務局学校給食課 主任技能主事 4922 櫛引　勝

教育委員会事務局学校給食課 主任技能主事 5098 木村　豪臣

教育委員会事務局学校給食課 主任技能主事 5246 石谷　乾

教育委員会事務局学校給食課 主任技能主事 5386 今　昌幸

教育委員会事務局学校給食課 主任技能主事 5529 常田　治

教育委員会事務局学校給食課 主任技能主事 5640 木村　暢

教育委員会事務局学校給食課 技能主事 5898 澤　里佳

教育委員会事務局学校給食課 技能主事 5901 福井　克地

教育委員会事務局学校給食課 技能主事 6057 張山　由貴子

教育委員会事務局指導課 課長 7834 後藤　孝範

教育委員会事務局指導課 副参事 7714 工藤　将大

教育委員会事務局指導課 副参事 7836 山下　征子

教育委員会事務局指導課 副参事 8927 大山　広志
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教育委員会事務局指導課 主幹 5006 倉内　彩子

教育委員会事務局指導課 主幹 8477 福井　正治

教育委員会事務局指導課 主幹 8582 横山　清之

教育委員会事務局指導課 主査 5049 木下　朱美

教育委員会事務局指導課 主査 5197 戎　未来

教育委員会事務局指導課 主査 8387 太田　詔子

教育委員会事務局指導課 主査 8672 中田　泰人

教育委員会事務局指導課 主査 8673 長谷川　博之

教育委員会事務局指導課 主査 8801 中島　英敏

教育委員会事務局指導課 主査 8802 猪股　典生

教育委員会事務局指導課 主査 8803 赤平　雄太

教育委員会事務局指導課 主査 8922 高安　弘大

教育委員会事務局指導課 主査 8923 鹿内　裕一

教育委員会事務局指導課 主査 8924 江良　善行

教育委員会事務局指導課 主査 8925 阿部　哲人

教育委員会事務局指導課 主査 9060 古澤　順子

教育委員会事務局指導課 主査 9061 木村　健司

教育委員会事務局指導課 主査 9063 土崎　純子

教育委員会事務局指導課 主査 9065 石久保　美喜

教育委員会事務局指導課 主事 5886 寺田　敦子

教育委員会事務局浪岡教育課 課長 5196 福原　崇

教育委員会事務局浪岡教育課 主幹 4412 小笠原　敦司

教育委員会事務局浪岡教育課 主幹 4744 田中　祐司

教育委員会事務局浪岡教育課 主査 4909 齊藤　寛和

教育委員会事務局浪岡教育課 主査 6516 小笠原　晶子

教育委員会事務局浪岡教育課 主査 6581 古川　照泰

教育委員会事務局浪岡教育課 主査 6582 鎌田　尊史

教育委員会事務局浪岡教育課 主事 6908 村元　志臣里

教育委員会事務局浪岡教育課 主事 7776 石村　瑞希

教育委員会事務局浪岡教育課 主事 8967 鈴木　亜悠

教育委員会造道小学校 主任技能技師 5528 太田　伸廣

教育委員会造道小学校 主任技能技師 5543 今　慶一

教育委員会浪打小学校 主任技能主事 4919 岩渕　恵一

教育委員会浪打小学校 主任技能主事 4926 馬場　大輔

教育委員会浪打小学校 主任技能主事 5247 神　祥人

教育委員会浪打小学校 技能主事 5899 楠美　智子

教育委員会佃小学校 主任技能技師 4437 里村　金一

教育委員会佃小学校 主任技能技師 4557 阿部　泰也

教育委員会佃小学校 主任技能主事 5255 成田　和寿

教育委員会佃小学校 主任技能主事 5537 成田　美沙

教育委員会佃小学校 技能主事 6058 今泉　綾子

教育委員会合浦小学校 主任技能主事 5641 江戸　知美

教育委員会合浦小学校 主任技能主事 5643 志田　大

教育委員会合浦小学校 技能主事 6050 神山　真美

教育委員会堤小学校 主任技能主事 4777 竹浪　秀和

教育委員会堤小学校 主任技能主事 5540 笹井　久
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教育委員会莨町小学校 主任技能主事 5545 若城　静生

教育委員会橋本小学校 主任技能技師 4435 坂本　孝一

教育委員会橋本小学校 主任技能技師 5249 小山　愛

教育委員会浦町小学校 主任技能主事 4655 三上　康幸

教育委員会浦町小学校 主任技能主事 5088 宮崎　智次

教育委員会長島小学校 主任技能技師 5233 木原　博貴

教育委員会長島小学校 主任技能技師 5527 工藤　晃久

教育委員会古川小学校 主任技能技師 4636 吉田　康則

教育委員会古川小学校 主任技能主事 5396 千代谷　寿子

教育委員会古川小学校 主任技能主事 5403 舘田　唯資

教育委員会甲田小学校 主任技能主事 5089 三浦　光一

教育委員会千刈小学校 主任技能主事 4903 片石　毅

教育委員会三内小学校 主任技能技師 5539 小野　恵一

教育委員会三内小学校 主任技能技師 5639 渡辺　晃

教育委員会金沢小学校 主任技能主事 5384 今　代治郎

教育委員会金沢小学校 技能主事 5906 今　美智子

教育委員会篠田小学校 主任技能主事 5393 三浦　学

教育委員会沖館小学校 主任技能主事 4746 金澤　隆史

教育委員会沖館小学校 主任技能主事 4920 金　伸一

教育委員会油川小学校 主任技能主事 5390 中嶋　一聡

教育委員会荒川小学校 主任技能主事 5234 福士　秀樹

教育委員会高田小学校 主任技能主事 4536 髙谷　隆利

教育委員会原別小学校 主任技能技師 5101 中平　悟

教育委員会原別小学校 技能技師 6055 水木　崇博

教育委員会浜館小学校 主任技能主事 5544 木村　大

教育委員会筒井小学校 主任技能技師 5238 太細　峰行

教育委員会筒井小学校 主任技能技師 5385 小田　明

教育委員会横内小学校 主任技能主事 4672 鎌田　敏正

教育委員会新城小学校 主任技能主事 5256 熊谷　孝生

教育委員会野内小学校 再任用 4065 奥谷　信一

教育委員会浜田小学校 主任技能主事 4723 成田　正一

教育委員会浜田小学校 主任技能主事 5236 長谷川　博幸

教育委員会小柳小学校 主任技能主事 5100 岡﨑　淳

教育委員会小柳小学校 主任技能主事 5406 滝谷　英彦

教育委員会泉川小学校 主任技能技師 4670 中村　行生

教育委員会泉川小学校 技能技師 6161 北山　宜史

教育委員会浪館小学校 技能主事 6162 吉崎　智也

教育委員会幸畑小学校 主任技能技師 5090 赤坂　尚哉

教育委員会幸畑小学校 主任技能技師 5400 工藤　純也

教育委員会大野小学校 主任技能技師 5388 吉田　誠

教育委員会大野小学校 主任技能技師 5402 中山　貴行

教育委員会戸山西小学校 主任技能技師 4438 山口　竹次

教育委員会戸山西小学校 技能主事 6048 若木　大育

教育委員会筒井南小学校 主任技能技師 4404 對馬　和榮

教育委員会筒井南小学校 技能主事 5904 三国　隼一郎

教育委員会新城中央小学校 主任技能主事 5535 菊池　孝輔
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教育委員会新城中央小学校 技能主事 5761 堤　竜彦

教育委員会三内西小学校 主任技能主事 5395 渋谷　章士

教育委員会三内西小学校 主任技能主事 5542 寺尾　基成

教育委員会東陽小学校 技能主事 5900 工藤　厚志

教育委員会浪岡南小学校 主任技能主事 6538 山内　浩樹

教育委員会浪岡北小学校 主任技能主事 5399 工藤　一史

教育委員会女鹿沢小学校 技能主事 6059 一戸　進

教育委員会浪岡野沢小学校 主任技能主事 5536 田中　輝雄

教育委員会本郷小学校 主任技能主事 5096 阿保　弘勝

教育委員会北小学校 技能主事 5644 三浦　和幸

教育委員会浪打中学校 主任技能主事 4914 今泉　清

教育委員会浪打中学校 技能主事 5896 成田　恵美子

教育委員会佃中学校 技能主事 5895 斉藤　英樹

教育委員会南中学校 主任技能主事 5251 中平　真季

教育委員会南中学校 主任技能主事 5533 横山　大

教育委員会古川中学校 主任技能技師 5541 齊藤　拓也

教育委員会古川中学校 技能技師 5897 佐藤　和彦

教育委員会沖館中学校 技能主事 6054 成田　孝一

教育委員会油川中学校 主任技能主事 4725 阿部　俊一

教育委員会油川中学校 主任技能主事 5239 溝江　雅人

教育委員会西中学校 主任技能主事 5091 相馬　弘

教育委員会東中学校 主任技能主事 5248 嶋中　勝則

教育委員会筒井中学校 主任技能技師 5405 沼田　直幸

教育委員会筒井中学校 主任技能技師 5531 工藤　教人

教育委員会横内中学校 主任技能主事 5094 小笠原　秀樹

教育委員会荒川中学校 主任技能主事 5387 横山　慎吾

教育委員会荒川中学校 専任員 3519 坪　文博

教育委員会新城中学校 主任技能主事 4669 木村　浩之

教育委員会新城中学校 主任技能主事 4674 川井　明秀

教育委員会甲田中学校 技能主事 5760 榊原　誠吾

教育委員会甲田中学校 技能主事 6047 後藤　美由紀

教育委員会浦町中学校 技能主事 5903 佐々木　倫憲

教育委員会造道中学校 主任技能主事 4775 千島　健

教育委員会造道中学校 主任技能主事 5099 佐藤　一行

教育委員会戸山中学校 主任技能主事 5237 田邊　貴人

教育委員会北中学校 主任技能主事 4921 對馬　幸雄

教育委員会三内中学校 主任技能主事 5642 岡田　哲也

教育委員会三内中学校 専任員 3437 川村　智義

教育委員会浪岡中学校 主任技能主事 5092 長内　文幸


