
阿波市農業協同組合　職員部署配属表

参事
佐藤　仁男
丸岡　順司 中央会駐在
吉永　博明 営農指導課担当部長兼務

木津　光喜 市場支店長兼務

総務部 経済部 市場支店
総務課 営農指導課 土柱の里 金融共済課
部長 米田　弘 中央会駐在 課長 濱口　晶司 指導 次長 三木　智 店長　課長事務取扱兼務 部長 森　美保 金融
課長代理 川人　千恵子 企画課兼務 課長 土井　哲 指導 係長 田島　渉 課長 大西　康裕 金融
係長 山添　桂子 企画課兼務 課長代理 都築　光晴 指導 藤本　智子 係長 高岡　美恵 金融
係長 多田　美樹 企画課兼務 係長 坂東　江利加 指導 篠原　明美 西岡　玲 金融
課長代理 長瀬　菜月 育休 佐光　貴弥 指導 浦野　春菜 金融
課長代理 都築　真世 産休 課長代理 小山　智史 育苗センター長 夢市場 橋川　奈津子 金融
係長 多田　美咲 育休 係長 福島　翼 育苗 部長 須見　公美 店長 参与 高木　真理恵 共済、企画推進　課長事務取扱兼務
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重高　春夫 係長 大森　郁子 共済

審査課 販売課 片岡　清美 板東　京子 共済
課長 若松　克佳 部長 正木　直之 販売統括部長 三木　健 瀬川　香織 共済
参与 中野　剛 中央会より来向 部長 河野　宏一 市場販売担当 近藤　よう子 課長 大野　和則 企画推進　

部長 山口　光輝 大俣・八幡販売担当 兼松　二三子 課長 三浦　一郎 企画推進　事故調査兼務
企画課 次長 市原　一芳 大久保　健司 課長 原田　雅史 企画推進　事故調査兼務
部長 石川　洋平 総務課兼務 課長 佐々木　裕 高田　博子 課長 北岡　諭 企画推進　
課長 坂本　吉樹 大藤　拓人 阿波集荷場 川瀬　直美
課長 宇都宮　直人 多田　亘 阿波集荷場 藤村　加代子 購買課
参与 平岡　進 十川　佳弘 阿波集荷場 松永　照代 部長 瀬尾　弘二 課長事務取扱兼務

大塚　裕貴 阿波集荷場 妹尾　正美 課長代理 石﨑　岳
電算室 山添　伸二 阿波集荷場 山野　育美 大島　裕司
参与 吉田　栄 審査課兼務 課長代理 大西　志津代 精算 扇　光代 伊月　登喜子
参与 吉田　英昭 中央会より来向 課長代理 松岡　琢也 精算 西條　洋子 佐山　靖
課長代理 須見　裕二 企画課兼務 係長 近藤　正康 精算 岡　めぐみ 育休

川村　那奈 精算 東部事業所

監査室 井村　幸香 精算 部長 内藤　隆光 東部事業所所長　課長事務取扱兼務　葬祭兼務

課長 加藤　さおり 室長 参与 小松　新治 大俣集荷場 課長代理 三宅　宜子
課長代理 岩雲　和矢 大西　浩明 大俣集荷場 森川　智志
係長 横山　浩祐 三木　崇 大俣集荷場 四宮　和雄

係長 尾花　英輝 八幡集荷場 吉井　三智代
金融共済部 森本　浩通 八幡集荷場 坂東　利明
金融課 係長 水田　悠介 市場集荷場
部長 小方　一仁 笠井　寛斗 市場集荷場
次長 庄村　桐子 参与 寺井　博 市場集荷場
課長 藤原　ゆかり

細井　智美 購買課
中沢　美香 参与 大西　和久 購買統括部長　葬祭課兼務
早水　恭子 部長 武澤　輝昭 土柱の里兼務
松尾　京子 課長 北浦　誠士

課長代理 山田　記久
融資課 課長代理 多田　公平
課長 中村　利晃 係長 小山　由美子
参与 鎌田　安一 係長 野々村　尚之
参与 石見　和義 木村　雅人

課長 安友　一秋 農機センター長
企画推進課 竹内　正法 農機
部長 酒巻　ひとみ
次長 浅野　和美 葬祭課
課長 舟井　由佳 次長 三木　史代 課長事務取扱兼務
課長代理 木南　泰輔 岡　一貴
係長 小川　雅弘 尾方　仁

中村　憲司
共済課
部長 岡田　剛始
課長 福井　大智
課長代理 植村　香奈 短期
課長代理 藤井　洋輔 短期
係長 藤井　久代 長期

岡　由紀 短期
佐藤　美鈴 長期

課長代理 佐光　啓業 事故調査
参与 藤田　稔 事故調査
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合　計 １４０名

職　員 ９５名
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