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■平成 26年 12 月 1日の職員体制
部　　署 役職部署及び役職担当業務 氏　名
－ 参事・監査室長（兼務） 西中　　晃

総務管理課

課長　監査室補助員（兼務） 吉岡　友和
主任　総務係・経理係（兼務） 森田　康博
主任　経理係・電算係（兼務） 稲村　正雄
電算係 森　　明美

事業推進課

課長・みわＴＭＲセン
ター所長(兼務） 中山　篤志

課長補佐　経営指導相談係・
任意団体事務局長（兼務） 櫻木　茂夫

課長補佐　経営指導相談
係・任意団体事務受託係
（兼務）

寺道　弘生

課長補佐　購買品推進
係・飼料製造係（兼務） 藏崎　哲治

係長　購買品推進係・飼
料製造係（兼務） 大畠　達夫

係長　生産基盤係・乳質
改善係（兼務） 和田　千順

係長　購買品推進係・飼
料製造係・生産基盤係・
乳質改善係（兼務）

竹ノ内寛治

係長　広域需給調整施設
運営係・三次ＣＳ（兼務） 清水　一彦

主任　乳質改善係 上　　富士
主事　生産基盤係 山本　直子
技師　経営指導相談係・任
意団体事務受託係（兼務） 坂田　　泉

購買品推進係 宮本千津江
任意団体事務受託係（酪
農ヘルパー事業、酪農協
会、酪農共済等）

湯浅　典子

経営指導相談係・任意団
体事務受託係（兼務） 河野　洋一

三次ＣＳ 湯浅　健生
三次ＣＳ 山岡　直樹
三次ＣＳ 出羽　未来

■職員の組合員担当地域一覧表
地域名 市町名 主担当者名 飼養管理指導

備　北

三次市布野町 櫻木　茂夫
（河野　洋一）

竹ノ内寛治
三次市作木町
三次市三良坂町

藏崎　哲治
（河野　洋一）三次市吉舎町

三次市和知町
三次市廻神町

大畠　達夫 大畠　達夫三次市三若町
三次市三和町
庄原市口和町

上　　富士

竹ノ内寛治

庄原市高野町
庄原市西城町
庄原市東城町 櫻木　茂夫
庄原市小用町

寺道　弘生
庄原市峰田町
庄原市大久保町
庄原市一木町
庄原市実留町
庄原市西本町

藏崎　哲治
庄原市上原町
庄原市七塚町
庄原市山内町
庄原市木戸町

■職員の組合員担当地域一覧表
地域名 市町名 主担当者名 飼養管理指導

南　部
呉 市

和田　千順 大畠　達夫江 田 島 市
東 広 島 市

西　部

安 芸 高 田 市 三橋　卓實
（名越　道弘）

大畠　達夫
広島市安佐南区

加藤　祐一
（高松むつみ）

広島市安佐北区
広島市佐伯区
山県郡北広島町
廿 日 市 市

東　部

三 原 市

樽好　美子
松尾　雅也 竹ノ内寛治

三次市甲奴町
庄原市総領町
神石郡神石高原町
世羅郡世羅町
府 中 市
福 山 市

（　　）内は副担当者

事業推進課

三次ＣＳ生乳検査室　経
営指導相談係・乳質改善
係・広域需給調整施設運
営係（兼務）

永田　綾香

三次ＣＳ生乳検査室　経
営指導相談係・乳質改善
係（兼務）

藤川　依子

市乳販売
促進課

係長　アイス製造・販売
係・広島県牛乳普及協会
事務局（兼務）

河内山　洋

主事　アイス製造・販売
係・広島県牛乳普及協会
事務局（兼務）

岡田　友希

市乳商品販売促進係、ア
イス製造・販売係、広島
県牛乳普及協会事務局
（兼務）

原谷　千春

牛乳普及協会学乳部会事
務局次長（雇） 石谷　正文

牛乳普及協会学乳部会事
務（雇） 岡田百合子

ミルクファーム
ＨＡＲＵ

店長 盛崎　伸治
店舗・アイス製造 中村　玉枝
店舗・アイス製造 上間　京子
店舗・アイス製造 花岡　美沙

みわＴＭＲ
センター

工場長 住田　達也
技師 永井　　護
技師 藤本　　卓
飼料製造 大畦　重則
飼料製造 土肥　晴海

西部事業所

所長 高松むつみ
技師 加藤　祐一
西部事業所 河野　妙子
西部事業所技師（高宮ミ
ルクボーイ勤務） 名越　道弘

高宮ミルクボーイ 三橋　卓實

東部事業所

所長 樽好　美子
技師 松尾　雅也
東部事業所　福山・久井
倉庫（兼務） 石井　耕三
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　岩竹重城組合長は、平成 26 年 12 月 1 日付人事異動を発令し、同日 7名の対象職員
とその所属長らを前に訓示を行い、辞令
交付を行った。
　組合長は、「いよいよ飼料イネを原料と
したＴＭＲ飼料を本格化する。組合員に
はこの飼料を使って乳を搾り、所得向上
を図って貰うことが私の願いだ。そのた
めの仕事をしっかりしてほしい」と訓示
を伝えた。

　人事異動発令～７名に訓示～

■平成 26年 12 月 1日付け人事異動
氏　　名 新 旧

寺道　弘生 本所事業推進課課長補佐（経営指導相談係・任意団
体事務受託係兼務） 西部事業所長

高松むつみ 西部事業所所長 西部事業所高宮ミルクボーイ係長

竹ノ内寛治 本所事業推進課係長（購買品推進係、飼料製造係、
生産基盤係、乳質改善係兼務） 東部事業所係長

名越　道弘 西部事業所技師（高宮ミルクボーイ勤務） 本所事業推進課技師（経営指導相談係、乳質改善係
兼務）

岡田　友希 本所市乳販売促進課主事（市乳商品販売促進係、ア
イス製造・販売係、広島県牛乳普及協会事務兼務）

本所総務管理課主事（経理係、電算係、企画広報係
兼務）

河野　洋一 本所事業推進課・経営指導相談係、任意団体事務受
託係兼務

本所三次ＣＳ・三次ＣＳ生乳検査室、経営指導相談
係、乳質改善係、広域需給調整施設運営係兼務

山岡　直樹 本所事業推進課三次ＣＳ みわＴＭＲセンター

　11 月 23 日、「広島ガーデンパレス」（広島市
東区）にて、吉川春三組合員（山県郡北広島町）の
長男・栄樹さんと裕美さんがめでたく結婚式を挙
げられました。
　披露宴では、出席者を素敵なウェルカムボード
がお迎えし、その後、お二人の生い立ちや出会い
を写真スライドで紹介、また友人による余興等が
披露され、大変賑やかなお祝いの席となりました。
　栄樹さんは、今後は新婦の裕美さんと共に二人
三脚で頑張っていきたいと決意を新たにされまし
た。
　これからのお
二人、そして、ご
家族の皆様のご
健康とご多幸を
お祈りします。お
めでとうござい
ます。

（11/23　広島ガーデンパレス）

吉川栄樹さん・裕美さん
ご結婚おめでとうございます

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

HAPPY  WEDDING
ヨシキ ヒロミ

（ウェルカムボード）


