
佐伯市
　　人事異動（平成29年4月1日付）
補職級　　　　　　　　　新　　　　　　　　任 氏　　　　　名 旧　　　　　　　　任 備　　考

○部長・次長級
【次長】
福祉保健部次長兼こども福祉課長 市原　厚三 こども福祉課長 昇任

○課長・参事級
【課長】
市民生活部
　課税課付課長 奥村　正二 総務課付課長（大分県市町村職員共済組合派遣）

○課長補佐級
【課長補佐】
市民生活部
　清掃課長補佐兼庶務係総括主幹 石川　正彦 清掃課長補佐兼施設管理係総括主幹
福祉保健部
　こども福祉課長補佐（本匠保育所） 小川　美紀子 こども福祉課長補佐（竹野保育所）
　こども福祉課長補佐（直川保育所） 金田　圭子 こども福祉課長補佐（西浦保育所）
　こども福祉課長補佐（竹野保育所） 官崎　なるみ こども福祉課長補佐（畑野浦保育所）
　こども福祉課長補佐（西浦保育所） 南迫　惠子 こども福祉課長補佐（本匠保育所）
【総括主幹】
地域振興部
　地域振興課地域公共交通対策係総括主幹 廣津留　新太郎 社会福祉課人権・社会・指導監査係総括主幹

福祉保健部
　社会福祉課人権・社会・指導監査係総括主幹 児玉　亜紀 こども福祉課こども福祉係 昇任

○一般職員
総務部
　総務課法制係 多田　健二 総務課付（大分県派遣）
　総務課付（大分県派遣） 中路　明日香 高齢者福祉課介護保険係
地域振興部
　観光課観光係 御手洗　良太 観光課観光係（延岡市派遣）
　観光課観光係（延岡市派遣） 松田　孝弘 蒲江振興局地域振興課市民サービス係
　宇目振興局地域振興課市民サービス係 石橋　一代 本匠振興局地域振興課市民サービス係
　宇目振興局地域振興課市民サービス係 濱野　公稔 農林課水田・畜産係
　直川振興局地域振興課地域振興係 牧野　幸治 農林課林務係
　蒲江振興局地域振興課市民サービス係 川井　寛成 営業課料金係
福祉保健部
　社会福祉課生活支援係 神河　宏明 商工振興課商工係
　社会福祉課生活支援係 庭瀬　紘太郎 観光課観光係
　障がい福祉課障がい福祉係 大戸　慎治 総務課法制係
　こども福祉課こども福祉係 久壽米木　清嗣 保険年金課国民健康保険係
　こども福祉課久部保育所 大塚　千穂 こども福祉課本匠保育所
　こども福祉課本匠保育所 戸高　八百子 こども福祉課竹野保育所
　こども福祉課本匠保育所 戸高　悦子 こども福祉課久部保育所
　こども福祉課本匠保育所 佐藤　知子 こども福祉課うめこども園
　こども福祉課蒲江保育所 後藤　和恵 こども福祉課竹野保育所
　こども福祉課蒲江保育所 桧垣　律子 こども福祉課森崎保育所
　こども福祉課蒲江保育所 本杉　莉沙 学校教育課（渡町台幼稚園）
　こども福祉課蒲江保育所 朝井　智子 こども福祉課直川保育所
　こども福祉課竹野保育所 坂本　麻衣 こども福祉課蒲江保育所
　こども福祉課森崎保育所 川野　あゆみ こども福祉課久部保育所
　高齢者福祉課地域包括支援センター 河野　浩司 社会福祉課生活支援係
　高齢者福祉課介護保険係 岩﨑　志保子 体育保健課学校給食係
農林水産部
　農林課水田・畜産係 新名　博臣 管財課財産活用係
　農林課水田・畜産係 甲斐　泰光 農林課林務係
　農林課林務係 染矢　直樹 総務課付（大分県派遣）
上下水道部
　営業課料金係 坪根　美恵子 情報推進課ケーブルテレビ係
　営業課庶務係 坪根　一広 社会教育課文化振興係

平成29年3月22日内示



教育委員会
　学校教育課（佐伯幼稚園） 山本　愛乃 学校教育課（上堅田幼稚園）
　学校教育課（渡町台幼稚園） 疋田　加奈 学校教育課（明治幼稚園）
　学校教育課（鶴岡幼稚園） 後藤　天希 学校教育課（青山幼稚園）
　学校教育課（八幡幼稚園） 清家　未来 学校教育課（直川幼稚園）
　学校教育課（下堅田幼稚園） 神田　利恵 学校教育課（蒲江幼稚園）
　学校教育課（青山幼稚園） 高野　梨菜 学校教育課（鶴岡幼稚園）
　学校教育課（上浦幼稚園） 清家　寿恵 学校教育課（八幡幼稚園）
　学校教育課（直川幼稚園） 松下　良子 学校教育課（上浦幼稚園）
　社会教育課生涯学習推進係 後藤　奈保子 公聴広報課広報係

　○新規採用　一般職員
総務部
　公聴広報課広報係 西川　かおり
　防災危機管理課防災危機管理係 佐藤　皓之
　情報推進課ケーブルテレビ係 安達　もも
総合政策部
　管財課財産活用係 平本　健太
地域振興部
　地域振興課移住・定住推進係 溝口　裕子
　商工振興課商工係 大久保　峻吾
　観光課管理係 遠藤　優麿
　上浦振興局地域振興課市民サービス係 丸山　千尋
　本匠振興局地域振興課市民サービス係 中村　雄
市民生活部
　市民課市民係 森﨑　彗悟
　課税課固定資産税係 西美　興太
　収納課税制係 大司　磨莉
福祉保健部
　障がい福祉課障がい福祉係 平石　聖奈
　こども福祉課久部保育所 安達　美里
　こども福祉課本匠保育所 首藤　万輝
　こども福祉課畑野浦保育所 安達　彩華
　こども福祉課森崎保育所 倉本　真鈴
　高齢者福祉課介護保険係 野﨑　渉
　健康増進課保健係 河野　朱音
　保険年金課国民健康保険係 秋吉　貴文
建設部
　建築住宅課施設整備２係 神田　将史
　建築住宅課建築指導係 冨永　正矩
農林水産部
　農林課林務係 池松　果実
上下水道部
　下水道課下水道工務係 平山　大貴
農業委員会事務局
　農業委員会事務局庶務係 井上　真吾
教育委員会
　教育総務課学校施設管理係 大塚　崇寛
　学校教育課学事係 西　暢善
　社会教育課文化振興係 後藤　朋恵
　体育保健課学校給食係 濱松　ひかる

　○新規採用　消防職員
　消防本部消防総務課付 加嶋　研太
　消防本部消防総務課付 高野　顕舟
　消防本部消防総務課付 竹島　昇耶
　消防本部消防総務課付 堤　大陸

　○再任用短時間勤務職員



総務部
　情報推進課ケーブルテレビ係 稲垣　六郎
地域振興部
　地域振興課地域公共交通対策係 戸田　眞喜雄
　商工振興課商工係 大津加　堅重
　観光課付（佐伯市観光協会派遣） 児玉　修一
　弥生振興局地域振興課地域振興係 丸山　初彦
市民生活部
　市民課市民係 菅原　健児
　清掃課施設管理係 海部　陽一
　清掃課施設管理係 菅     昇
　清掃課施設管理係 山崎　増夫
福祉保健部
　こども福祉課こども福祉係 永井　さよ
　こども福祉課本匠保育所 川野　幸子
　こども福祉課うめこども園 柳井　奈津子
　こども福祉課直川保育所 青木　妙
　高齢者福祉課地域包括支援センター 高畑　郁代
　健康増進課健康企画係 岩根　雅弘
農林水産部
　水産課水産振興係 安部　和生
農業委員会事務局
　農業委員会事務局庶務係 田中　眞二
教育委員会
　学校教育課（よのうづ幼稚園） 日高　眞知子

　○県派遣医師
　福祉保健部保険年金課丹賀診療所長 佐藤　裕隆 福祉保健部保険年金課丹賀診療所長 留任

　○延岡市交流職員
　観光課観光係 佐藤　元貴 留任

　○退職（平成29年3月31日付）
【部長】

久保田　与治郎 総合政策部長

田中　眞二 地域振興部長

亀山　伸太 福祉保健部長

下川　龍治 建設部長

小川　哲弘 上下水道部長

丸山　初彦 教育部長

加藤　新吾 消防長
【次長】

戸田　眞喜雄 総務部次長兼公聴広報課長

安部　和生 地域振興部次長兼鶴見振興局長兼地域振興課長

稲垣　六郎 地域振興部次長兼米水津振興局長兼地域振興課長

塩月　文昭 地域振興部次長兼蒲江振興局長兼地域振興課長

大津加　堅重 農林水産部次長兼水産課長
【課長】

藤田　雅英 市民生活部市民課長

岩根　雅弘 市民生活部清掃課長

菅原　健児 福祉保健部障がい福祉課長

近藤　和正 上下水道部水道課長

安部　憲治 消防署副署長
【参事】

川野　光一 建設部建築住宅課参事

小田木　聖孝 上下水道部下水道課参事
【課長補佐】

山崎　増夫 市民生活部清掃課長補佐

青木　妙 福祉保健部こども福祉課長補佐（本匠保育所）



山中　由美子 福祉保健部こども福祉課長補佐（本匠保育所）

柳井　奈津子 福祉保健部こども福祉課長補佐（直川保育所）

【総括主幹】

松浦　千登勢 福祉保健部障がい福祉課障がい福祉係総括主幹

【一般職員】

高木　昇 地域振興部上浦振興局地域振興課市民サービス係

下岡　真弓 地域振興部宇目振興局地域振興課市民サービス係

戸高　英子 福祉保健部障がい福祉課障がい福祉係

伊達　ひとみ 福祉保健部こども福祉課本匠保育所

大間　映子 福祉保健部こども福祉課蒲江保育所

清家　博美 福祉保健部高齢者福祉課地域包括支援センター

成松　博美 福祉保健部高齢者福祉課介護保険係


