
       （　新　） （　氏　　名　）　　　       （　旧　）

（課長級）

議会事務局長 窪　内　　研　介 議会事務局長

（併）監査委員事務局長

総務課長 中　津　　健　一 総務課長

（併）選挙管理委員会事務局長

税務課長 西　原　　貴　樹　 収納推進課長

兼固定資産評価員心得

　
収納推進課長 谷　　崎　　　清 水道課長

（選挙管理委員会事務局出向）

福祉事務所長 井　上　　美　樹 選挙管理委員会事務局長

水道課長 吉　永　　敏　之 福祉事務所長

（補佐級）

議会事務局長補佐 中　嶋　　由　美 議会事務局長補佐

兼庶務係長事務取扱 兼庶務係長事務取扱

兼議事係長事務取扱

（監査委員事務局出向）

監査委員事務局長補佐 萬　　　知　　栄 危機管理課長補佐（総括）

総務課長補佐 東　　　直　　能 健康推進課長補佐

兼三崎市民センター長事務取扱

（選挙管理委員会事務局出向）

選挙管理委員会事務局長補佐 濱　田　　公　雄 じんけん課松崎福祉センター館長

危機管理課長補佐（総括） 三　木　　和　彦 じんけん課大岐福祉センター館長

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

兼人権啓発係長事務取扱

兼布福祉センター館長事務取扱

                       人　　事　　異　　動　　表

令和　２年　４月　１日付　



       （　新　） （　氏　　名　）　　　       （　旧　）

（補佐級つづき）

税務課長補佐 中　田　　敬　子 税務課長補佐

兼固定資産税係長事務取扱

市民課環境室長 吉　　本　　　卓 まちづくり対策課国土調査係長

兼環境係長事務取扱

健康推進課長補佐 永　野　　美　歌 総務課人事係長

特別養護老人ホームしおさい 畑　山　　正　王 総務課長補佐

園長補佐兼総務係長事務取扱 兼広聴広報係長事務取扱

農林水産課長補佐（総括） 岡　田　　哲　治 農林水産課長補佐（総括）

兼農業委員会係長事務取扱

観光商工課長補佐 公　文　　麻　衣 企画財政課政策企画係長

兼施設管理係長事務取扱

まちづくり対策課長補佐（総括） 竹　　池　　　亮 特別養護老人ホームしおさい

園長補佐兼総務係長事務取扱

まちづくり対策課長補佐 大　塚　　清　武 水道課長補佐

(都市整備・国土調査担当） 兼工務係長事務取扱

兼国土調査係長事務取扱

水道課長補佐 山　　本　　　実 まちづくり対策課長補佐

（教育委員会出向）

こども未来課長補佐 和　　泉　　　文 観光商工課長補佐

兼学校給食係長事務取扱 兼施設管理係長事務取扱

（係長級）

企画財政課財政係長 村　上　　真　歩 総務課主幹

（高知県総務部市町村振興課派遣）

企画財政課政策企画係長 新　谷　　麻　子 企画財政課財政係長

企画財政課地域づくり支援係長 榊　原　　俊　樹 税務課固定資産税係長

（農業委員会出向）

総務課総務係長 中　山　真 寿 美 農林水産課農業委員会係長

総務課人事係長 岡　　本　　　学 福祉事務所保護係長



       （　新　） （　氏　　名　）　　　       （　旧　）

（係長級）つづき

総務課広聴広報係長 横　山　　美　央 総務課主幹

（教育委員会出向）

総務課下川口市民センター長 津　野　　綾　子 こども未来課主幹

（議会事務局出向）

総務課主任 前　田　　利　実 議会事務局議事係長

（教育委員会出向）

じんけん課人権啓発係長 森　　　三　　奈 こども未来課学校給食係長

じんけん課松崎福祉センター館長 毛　利　　隆　英 総務課三崎市民センター長

（選挙管理委員会事務局出向）

じんけん課大岐福祉センター館長 佐　竹　　大　郎 選挙管理委員会事務局係長

じんけん課布福祉センター館長 佐　竹　　美　貴 総務課下川口市民センター長

税務課市民税係長 山　本　　卓　己 企画財政課地域づくり支援係長

市民課環境室清掃センター係長 田　村　　一　浩 市民課環境室環境係長

兼清掃センター係長

健康推進課社会長寿係長 山　﨑　　和　幸 税務課市民税係長

健康推進課子育て支援係長 村　田　　英　里 健康推進課社会長寿係長

福祉事務所保護係長 五　藤　　一　徳 農林水産課林業係長

特別養護老人ホームしおさい 三　浦　　浩　二 特別養護老人ホームしおさい

介護係長（総括） 介護係長

特別養護老人ホームしおさい 松　田　　一　通 特別養護老人ホームしおさい

介護係長 介護技査

特別養護老人ホームしおさい 田　中　　絹　子 特別養護老人ホームしおさい技査

看護係長



       （　新　） （　氏　　名　）　　　       （　旧　）

（係長級）つづき

農林水産課林業係長 岡　林　　貴　也 農林水産課主幹

観光商工課観光係長兼外国語専門員 ＳＡＲＤＩＮＨＡ ＪＡＳＯＮ 観光商工課主幹兼外国語専門員

観光商工課ふるさと魅力発信係長 畠　中　　陽　史 観光商工課観光係長

水道課工務係長 竹　村　　和　洋 水道課技幹

こども未来課幼保支援係長 宮　口　　佑　司 こども未来課主幹

市民課係長 高　橋　　良　美 総務課総務係長

(高知県後期高齢者医療広域連合へ派遣)

（主任）

健康推進課主任 生　原　ひ さ よ 健康推進課技査

福祉事務所主任 佐　竹　ひ と み 福祉事務所技査

水道課主任 大　住　　裕　紀 水道課技査

（主幹・技幹）

企画財政課主幹 谷　前　　恭　子 健康推進課主幹

危機管理課主幹 田　村  友 妃 子 健康推進課主幹

市民課環境室清掃センター係主幹 弘　田　　孝　欣 まちづくり対策課主査

国立公園＊ジオパーク推進課主幹 猿　田　　光　一 総務課主幹

（教育委員会出向）

こども未来課学校給食係主幹 傍　士　　真　弓 健康推進課主事補



       （　新　） （　氏　　名　）　　　       （　旧　）

（主事・技師）

総務課主事 羽　代　　悠　哉 農林水産課主事補

じんけん課大岐福祉センター主事 田　村　万 季 乃 収納推進課主事

収納推進課主事 濱　田　　康　平 福祉事務所主事

健康推進課主事 宮　口　愛 里 沙 企画財政課主事

健康推進課主事 北　　村　　　豊 市民課主事

健康推進課主事 村　田　　圭　佑 観光商工課主事

福祉事務所主事 仮　谷　　太　志 総務課主事

福祉事務所主事 竹　　内　　　慧 健康推進課主事

農林水産課主事 松　　本　　　岬 収納推進課主事

観光商工課主事 江　　口　　　愛 危機管理課主事

まちづくり対策課主事 田　　村　　　海 税務課主事

（主事補・技師補）

企画財政課主事補 小　野　宗 一 朗 福祉事務所主事補

健康推進課主事補 金　　谷　　　希 企画財政課主事補

（再任用職員）

総務課三崎市民センター再任用職員 文　野　　喜　文

市民課再任用職員 沖　　比　呂　志



       （　新　） （　氏　　名　）　　　

（新　採）

総務課主事補 細　　川　　　展

総務課主事補 吉　田　　光　輝

税務課主事補 田　村　　大　樹

健康推進課主事補 橋　村　　謙　一

農林水産課主事補 中　脇　　成　哉

観光商工課主事補 丹 生 石　大  介

（教育委員会出向）

こども未来課主事補 尾　崎　　智　彩

特別養護老人ホームしおさい介護員 濱　口　裕 見 子

（教育委員会出向）

きらら清水保育園保育士 金　澤　竜 太 郎



（令和２年３月３１日付退職） （　氏　　名　）　　　 （元　職　名）

　

文　野　　喜　文 監査委員事務局長

沖　　比　呂　志 税務課長兼固定資産評価員

弘　田　美 千 代 こども未来課長補佐（総括）

中 久 保　真　理 こども未来課長補佐

兼幼保支援係長事務取扱

岩 　波 　道　信 市民課環境室長

片　岡　美 佐 枝 きらら清水保育園保育主査

野　村　留 美 子 特別養護老人ホームしおさい

介護技査

岡　林　　利　晃 総務課主事

岡　山　　奈　穂 健康推進課主事補

田　村　　善　和 じんけん課布福祉センター

再任用館長

和　田　す み れ 特別養護老人ホームしおさい　　

再任用職員


