
       （　新　） （　氏　　名　）　　　      （　旧　）

（課長級）

会計管理者兼会計課長 戎　井　　大　城 健康推進課長

　 （教育委員会出向）

総務課長 中　津　　健　一 学校教育課長

危機管理課長 倉　松　　克　臣 観光商工課長

　

じんけん課長 早　　川　　　聡 まちづくり対策課長

健康推進課長 山　　下　　　育 企画財政課長補佐

農林水産課長 和　泉　　政　彦 農林水産課長補佐(総括）

兼農業委員会事務局長

観光商工課長 二　宮　　眞　弓 農林水産課長

兼農業委員会事務局長

まちづくり対策課長 中　尾　　吉　宏 まちづくり対策課長補佐

消防本部消防長 宮  上  　眞  澄 消防本部次長兼消防署長

兼消防本部総務班長

消防本部次長兼消防署長 味　元　　博　文 消防本部警防班長兼消防署副署長

兼消防本部警防班長 兼消防隊総括兼第一消防隊長

こども未来課長 伊　藤　　牧　子 生涯学習課長

（教育委員会出向）

生涯学習課長 田　村　　五　鈴 会計課長補佐

（補佐級）

企画財政課長補佐 和　田　　亜　矢 水道課庶務係長

（幡多広域市町村圏事務組合派遣）

企画財政課長補佐 池　　　正　　澄 企画財政課財政係長

                       人　　事　　異　　動　　表

平成３１年　４月　１日付　



       （　新　） （　氏　　名　）　　　      （　旧　）

（補佐級）つづき

じんけん課長補佐 永　野　　博　文 じんけん課長補佐

兼企画調整係長事務取扱 兼企画調整係長事務取扱

兼布福祉センター館長事務取扱

市民課長補佐 宮　地　　一　豊 市民課国保係長

兼国保係長事務取扱

市民課環境室長 岩　波　　道　信 環境課長補佐

兼自然環境係長事務取扱

福祉事務所長補佐 濱　田　　三　幸 農林水産課農業係長

兼福祉児童係長事務取扱

農林水産課長補佐（総括） 岡　田　　哲　治 農林水産課長補佐（農業・林業担当）

兼林業係長事務取扱

農林水産課長補佐（水産・産業土木担当） 山　　本　　　悟 農林水産課水産係長

兼水産係長事務取扱

まちづくり対策課長補佐 山　　本　　　実 まちづくり対策課土木建設係長

会計課長補佐 坂　本　　久　恵 会計課会計用度係長

水道課長補佐 大　塚　　清　武 水道課長補佐

兼工務係長事務取扱

こども未来課長補佐（総括） 弘　田　美 千 代 学校教育課学校教育係長

（教育委員会出向）

こども未来課長補佐 中 久 保　真　理 福祉事務所長補佐

兼幼保支援係長事務取扱 兼子育て支援係長事務取扱

生涯学習課長補佐 池　内　　正　樹 生涯学習課長補佐

兼芸術文化振興係長事務取扱 兼芸術文化振興係長事務取扱

兼生涯学習係長事務取扱

（係長級）

企画財政課財政係長 新　谷　　麻　子 企画財政課主幹

総務課三崎市民センター長 毛　利　　隆　英 じんけん課布福祉センター館長



       （　新　） （　氏　　名　）　　　      （　旧　）

（係長級）つづき

じんけん課人権啓発係長 畑　山　明 日 香 市民課主幹

じんけん課松崎福祉センター館長 濱　田　　公　雄 じんけん課人権啓発係長

市民課住民年金係長 藤　倉　　加　奈 健康推進課介護保険係長

市民課環境室環境係長 田　村　　一　浩 環境課生活環境係長兼清掃管理事務所

兼清掃センター係長 リサイクルセンター係長

兼衛生センター係長

健康推進課介護保険係長 稲　　田　　　誠 福祉事務所福祉児童係長

農林水産課林業係長 五　藤　　一　徳 じんけん課松崎福祉センター館長

農林水産課農業係長 出　口　　直　人 農林水産課主幹

観光商工課商工係長 中　　山　　　剛 企画財政課主幹

まちづくり対策課土木建設係長 森　岡　　広　繁 水道課工務係長

会計課会計係長 森　　夕　見　子 総務課三崎市民センター長

水道課庶務係長 今　津　　貴　道 総務課主幹

こども未来課施設整備係長 山　下　　雅　人 学校教育課施設整備係長

こども未来課学校給食係長 森　　　三　　奈 学校教育課学校給食係長

（教育委員会出向）

こども未来課学校教育係長 坂　　本　　　壮 危機管理課主幹

（教育委員会出向）

生涯学習課生涯学習係長 由　岐　　直　久 観光商工課商工係長

兼市史編さん係長

（主査・技査）

総務課主査 松　本　　美　佳 企画財政課主査

まちづくり対策課主査 弘　田　　孝　欣 環境課主査



       （　新　） （　氏　　名　）　　　      （　旧　）

（主幹・技幹）

総務課主幹 横　山　　美　央 総務課主幹

（こうち人づくり広域連合派遣）

市民課主幹 戸　田　　亜　由 税務課主幹

市民課主幹 渡  邊　  早  苗 水道課主幹

収納推進課主幹 中　　濵　　　涼 収納推進課主事

（幡多広域租税債権管理機構へ派遣）

福祉事務所主幹 中　　山　　　晃 市民課主事

農林水産課主幹 岡　林　　貴　也 市民課主幹

観光商工課主幹 岡　﨑　　正　嗣 総務課主事

（高知県派遣）

まちづくり対策課主幹 中　島　　史　博 総務課主事

水道課技幹 竹　村　　和　洋 まちづくり対策課技幹

（教育委員会出向）

こども未来課主幹 津　野　　綾　子 福祉事務所主幹

（教育委員会出向）

こども未来課主幹 宮　口　　佑　司 福祉事務所主幹

（主事・技師）

総務課主事 室　津　　裕　也 総務課主事

（全国市町村国際文化研修所へ派遣）

総務課主事 新　谷　　和　洋 まちづくり対策課主事

（教育委員会出向）

総務課主事 岡　林　　利　晃 学校教育課主事

税務課主事 濱　﨑　　桃　子 健康推進課主事

収納推進課主事 松　　本　　　岬 収納推進課主事

（幡多広域租税債権管理機構派遣）

収納推進課主事 扇　喜　龍 太 郎 総務課主事



       （　新　） （　氏　　名　）　　　      （　旧　）

（主事・技師）つづき

市民課主事 岡　﨑　　仁　斗 収納推進課主事

市民課主事 北　　村　　　豊 市民課主事
（高知県後期高齢者医療広域連合派遣）

市民課主事 冨　田　　志　保 健康推進課主事

（主事補・技師補）

企画財政課主事補 山　﨑　　立　志 税務課主事補

健康推進課主事補 吉　永　　奈　穂 観光商工課主事補

（再任用職員）

市民課環境室清掃センター 田　村　　光　浩 清掃管理事務所

再任用職員 再任用職員

じんけん課布福祉センター 田　村　　善　和

再任用職員

消防本部再任用職員 上　原　　由　隆



       （　新　） （　氏　　名　）　　　

（新　採）

企画財政課主事補 岡　田　　大　知

総務課主事補 川　田　　成　輝

危機管理課主事補 岡　原　　孝　太

税務課主事補 池　　　貴　　弘

健康推進課主事補 久　松　　由　衣

農林水産課主事補 中　嶋　　信　博

水道課主事補 川　上　　悠　汰

（教育委員会出向）

こども未来課主事補 上　原　恵 里 奈

まちづくり対策課技師補 上　原　　有　稀

きらら清水保育園保育士 池　　　藍　　輝

きらら清水保育園保育士 宮　本　　海　音

三崎保育園保育士 小　林　　瑞　姫

（教育委員会出向）

生涯学習課市史編さん室長 田　村　　公　利

観光商工課ジオパーク専門員 森　口　　夏　季



（平成３１年３月３１日付退職） （　氏　　名　）　　　（元　職　名）

横　山　　周　次 会計管理者兼会計課長

野　村　　仁　美 総務課長

岡　田　　敦　浩 危機管理課長

田　村　　善　和 環境課長兼清掃管理事務所長

上　原　　由　隆 消防本部消防長

前　田　　美　鈴 市民課主査

小　松　　高　志 じんけん課長

山　際　　美　砂 市民課長補佐兼住民年金係長事務取扱

速　川　　志　保 学校教育課長補佐

早　川　　和　枝 特別養護老人ホームしおさい

介護技査

山　本  万 智 香 特別養護老人ホームしおさい

介護技査

佐　藤　　久　晃 観光商工課ジオパーク専門員

福　重　　亜　美 健康推進課保健師

泉　   　有 　佳 足摺岬保育園保育士

船　附　智 香 子 福祉事務所嘱託職員

上　原　佐 都 美 特別養護老人ホームしおさい

嘱託職員

公　文　真 由 美 特別養護老人ホームしおさい

嘱託職員

横　山　　正　子 特別養護老人ホームしおさい

嘱託職員


	Sheet1

