
佐伯市
　　人事異動（平成３０年４月１日付）
補職級　　　　　　　　　新　　　　　　　　任 氏　　　　　名 旧　　　　　　　　任 備　　考

○部長・次長級
【部長】
　総務部長 清家　和彦 総合政策部次長兼財政課長 昇任
　観光ブランド推進部長 武田　晴美 上下水道部次長兼営業課長 昇任
　市民生活部長 泥谷　幸一 地域振興部次長兼弥生振興局長兼地域振興課長 昇任
　建設部長 益永　朋幸 建設部次長兼建設課長 昇任
　農林水産部長 上田　顕秀 （大分県から派遣）
　議会事務局長 伊東　浩三 議会事務局次長 昇任
　教育部長 狩生　浩司 （大分県教育庁から派遣）
【次長】
　総合政策部次長兼契約検査課長 前田　敏文 契約検査課長 昇任
　地域振興部次長兼まちづくり推進課長 川野　登志郎 まちづくり推進課長 昇任
　地域振興部次長兼エコパーク推進室長 吉良　元夫 農林課長 昇任
　地域振興部次長兼上浦振興局長兼地域振興課長 榎　信二 情報推進課長 昇任
　地域振興部次長兼弥生振興局長兼地域振興課長 五十川　一弥 こども福祉課参事兼久部保育所長 昇任
　地域振興部次長兼直川振興局長兼地域振興課長 稲好　直彦 観光課長 昇任
　地域振興部次長兼鶴見振興局長兼地域振興課長 福良　雅代 会計課長 昇任
　福祉保健部次長兼高齢者福祉課長 亀井　直美 高齢者福祉課長 昇任
　上下水道部次長兼営業課長 池田　邦行 監査事務局長 昇任

○課長・参事級
【課長】
総務部
　秘書広報課長 稗田　辰朗 大手前開発推進室開発企画係総括主幹 昇任
　情報推進課長 軸丸　和浩 農林水産工務課長補佐兼水産工務係総括主幹 昇任
　人権・同和対策課長 金田　誠 農業委員会事務局長補佐兼庶務係総括主幹 昇任
総合政策部
　政策企画課長 御手洗　修 秘書政策課政策推進係総括主幹 昇任
　財政課長 清家　辰治 防災危機管理課長
　管財課長 水口　順二 用地・管理課長
地域振興部
　地域振興課長 狭間　輝男 蒲江振興局地域振興課地域振興係総括主幹 昇任
観光ブランド推進部
　観光課長 川野　義和 地域振興課長
　ブランド推進課長 日高　正吉 水産課長
　文化・スポーツツーリズム推進課長 増野　智 収納課税制係総括主幹 昇任
市民生活部
　市民課長 三輪　芳嗣 収納課長補佐兼収納係総括主幹 昇任
　清掃課長 天野　仁 農業委員会事務局長
　収納課長 菅　一郎 保険年金課長
福祉保健部
　社会福祉課長 川野　達也 こども福祉課長補佐兼畑野浦保育所長 昇任
　障がい福祉課長 疋田　文宏 監査委員事務局長補佐兼監査係総括主幹 昇任
　保険年金課長 三股　幸子 保険年金課国民健康保険係総括主幹 昇任
建設部
　建設総務課長 佐藤　好昭 収納課長
　建設課長 谷口　博史 建設課長補佐兼道路改良係総括主幹 昇任
　用地・管理課長 奥村　正二 公聴広報課長
農林水産部
　農林水産総務課長 佐保　亨憲 人権・同和対策課長
　農林課長 金田　隆 秘書政策課長兼国民文化祭・障害者芸術文化祭準備室長

　水産課長 冨高　新一 管財課長
上下水道部
　水道課長 三浦　宏房 水道課長補佐兼上水道工務係総括主幹 昇任
　下水道課長 高治　典明 下水道課長補佐兼下水道工務係総括主幹 昇任
防災局
　防災危機管理課長 岩崎　悟己 防災危機管理課防災推進係総括主幹 昇任
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会計課
　会計課長 高野　博正 農林水産総務課長補佐兼庶務係総括主幹 昇任
議会事務局
　議会事務局次長 古田　智 商工振興課企業誘致係総括主幹 昇任
監査委員
　監査委員事務局長 古賀　慎司 建設総務課長
農業委員会
　農業委員会事務局長 穴見　哲男 水道課長補佐兼水道維持管理係総括主幹 昇任
教育委員会
　学校教育課長 髙野　徹 学校教育課参事兼学校指導係総括主幹 昇任
　社会教育課長 淡居　宗則 社会福祉課長
　体育保健課長 榎　英樹 社会教育課長補佐兼生涯学習推進係総括主幹 昇任
【参事】
地域振興部
　鶴見振興局地域振興課参事兼地域振興係総括主幹 東　晋二 水産課長補佐兼水産振興係総括主幹 昇任
福祉保健部
　健康増進課参事兼保健係総括主幹 足立　房代 健康増進課長補佐兼保健係総括主幹 昇任
建設部
　建設課参事兼河川砂防係総括主幹 塩月　満雄 建設課長補佐兼河川砂防係総括主幹 昇任

○課長補佐級
【課長補佐】
総務部
　人権・同和対策課長補佐兼人権推進・男女共同参画係総括主幹 阿南　久米昭 人権・同和対策課人権推進・男女共同参画係総括主幹 昇任
地域振興部
　地域振興課長補佐兼大島航路係総括主幹 廣津留　新太郎 地域振興課地域振興・公共交通係総括主幹 昇任
　大手前開発推進室長補佐兼開発整備係総括主幹 首藤　武功 大手前開発推進室開発整備係総括主幹 昇任
　弥生振興局地域振興課長補佐兼地域振興係総括主幹 官崎　一也 鶴見振興局地域振興課長補佐兼市民サービス係総括主幹

　本匠振興局地域振興課長補佐兼地域振興係総括主幹 菅原　直道 本匠振興局地域振興課地域振興係総括主幹 昇任
　鶴見振興局地域振興課長補佐兼地域振興係総括主幹 坂本　光裕 鶴見振興局地域振興課地域振興係総括主幹 昇任
　蒲江振興局地域振興課長補佐兼地域振興係総括主幹 岩崎　達也 水道課長補佐兼南部水道分室総括主幹
　蒲江振興局地域振興課長補佐兼地域振興係総括主幹 木村　好夫 建設総務課庶務係総括主幹 昇任
　蒲江振興局地域振興課長補佐兼市民サービス係総括主幹 津田　智子 弥生振興局地域振興課市民サービス係総括主幹 昇任
市民生活部
　市民課長補佐兼市民係総括主幹 三原　深雪 米水津振興局地域振興課長補佐兼市民サービス係総括主幹

　環境対策課長補佐兼環境企画係総括主幹 狩生　聖嗣 弥生振興局地域振興課長補佐兼地域振興係総括主幹

福祉保健部
　こども福祉課長補佐兼久部保育所長 廣瀬　浩也 こども福祉課長補佐兼蒲江こども園長
　こども福祉課長補佐（久部保育所） 根塚　教恵 こども福祉課長補佐（うめこども園）
　こども福祉課長補佐（ほんじょうこども園） 小川　美紀子 こども福祉課長補佐（本匠保育所）
　こども福祉課長補佐（うめこども園） 戸高　悦子 こども福祉課本匠保育所 昇任
　こども福祉課長補佐兼なおかわこども園長 岩尾　賢治 こども福祉課長補佐兼本匠保育所長
　こども福祉課長補佐（なおかわこども園） 金田　圭子 こども福祉課長補佐（直川保育所）
　こども福祉課長補佐兼蒲江こども園長 廣瀬　功 社会福祉課生活支援係総括主幹 昇任
　こども福祉課長補佐兼畑野浦保育所長 五十川　金太郎 こども福祉課長補佐兼うめこども園長
　こども福祉課長補佐（畑野浦保育所） 南迫　惠子 こども福祉課長補佐（西浦保育所）
　こども福祉課長補佐兼西浦保育所長兼竹野保育所長 中西　晃司 高齢者福祉課長補佐兼地域包括支援センター総括主幹

　こども福祉課長補佐（西浦保育所） 官崎　なるみ こども福祉課長補佐（竹野保育所）
　こども福祉課長補佐（森崎保育所） 小山　智子 こども福祉課長補佐（畑野浦保育所）
　健康増進課長補佐兼保健係総括主幹 冨高　久美子 総務課長補佐（産業保健担当）
建設部
　建設課長補佐兼道路改良係総括主幹 三宅　秀夫 契約検査課工事検査係総括主幹 昇任
　建設課長補佐兼道路維持係総括主幹 飛田　幸平 建設課道路維持係総括主幹 昇任
　都市計画課長補佐兼街路・公園係総括主幹 甲斐　一生 こども福祉課長補佐兼直川保育所長
農林水産部
　農林水産工務課長補佐兼農業工務係総括主幹 清家　浩一 農林水産工務課農業工務係総括主幹 昇任
上下水道部
　水道課長補佐兼水道工務２係総括主幹 吉良　勲 水道課簡易水道工務係総括主幹 昇任
　水道課長補佐兼南部水道分室総括主幹 寺尾　祐治 水道課長補佐兼東部水道分室総括主幹
　水道課長補佐兼南部水道分室総括主幹 飛高　秀治 水道課南部水道分室総括主幹 昇任



【総括主幹】
総務部
　秘書広報課秘書係総括主幹 小野　和章 秘書政策課秘書係総括主幹
　秘書広報課広報係総括主幹 冨高　将孝 情報推進課ケーブルテレビ係総括主幹
　情報推進課ケーブルテレビ係総括主幹 戸高　真一 高齢者福祉課介護保険係総括主幹
総合政策部
　政策企画課政策企画係総括主幹 安藤　正充 秘書政策課政策推進係総括主幹
　契約検査課契約係総括主幹 増井　浩二 契約検査課契約係 昇任
　契約検査課工事検査係総括主幹 大崎　悦男 建設課道路改良係総括主幹
地域振興部
　地域振興課地域振興・公共交通係総括主幹 戸高　博彦 農林課林務係 昇任
　地域振興課移住・定住推進係総括主幹 奥村　秀蔵 高齢者福祉課介護認定係総括主幹
　商工振興課企業誘致係総括主幹 徳丸　伸一 地域振興課地域振興・公共交通係総括主幹

　エコパーク推進室エコパーク推進係総括主幹 後藤　弘喜 こども福祉課こども福祉係総括主幹
　大手前開発推進室開発企画係総括主幹 三城　正美 秘書政策課政策推進係 昇任
　大手前開発推進室開発整備係総括主幹 工藤　裕樹 大手前開発推進室開発整備係 昇任
　上浦振興局地域振興課市民サービス係総括主幹 中河　良浩 市民課市民係総括主幹
　弥生振興局地域振興課市民サービス係総括主幹 高司　昌彦 保険年金課国民年金係総括主幹
　直川振興局地域振興課市民サービス係総括主幹 安藤　博光 農林水産総務課企画管理係総括主幹
　鶴見振興局地域振興課市民サービス係総括主幹 赤峰　久美 こども福祉課家庭児童相談係総括主幹
　米水津振興局地域振興課地域振興係総括主幹 佐藤　勝吉 水産課水産振興係 昇任
　米水津振興局地域振興課市民サービス係総括主幹 加嶋　克俊 国民文化祭・障害者芸術文化祭準備室国民文化祭・障害者芸術文化祭準備係総括主幹

　蒲江振興局地域振興課地域振興係総括主幹 木田　玄洋 蒲江振興局地域振興課地域振興係 昇任
観光ブランド推進部
　観光課観光係総括主幹 山本　弘幸 公聴広報課市民の窓係総括主幹
　観光課総括主幹（佐伯市観光協会派遣） 中元　真悟 蒲江振興局地域振興課地域振興係 昇任
　観光課管理係総括主幹 宮田　耕一 観光課管理係総括主幹
　ブランド推進課ブランド推進係総括主幹 児玉　征也 社会福祉課生活支援係 昇任
　ブランド推進課ふるさと納税係総括主幹 野﨑　弘和 契約検査課契約係総括主幹
　文化・スポーツツーリズム推進課文化・スポーツツーリズム推進係総括主幹 田中　良生 観光課観光係総括主幹
　文化・スポーツツーリズム推進課国民文化祭・障害者芸術文化祭係総括主幹 甲斐　宏一 国民文化祭・障害者芸術文化祭準備室国民文化祭・障害者芸術文化祭準備係 昇任
市民生活部
　市民課市民係総括主幹 戸髙　次郎 市民課市民係 昇任
　市民課市民の窓係総括主幹 鶴原　和重 公聴広報課市民の窓係 昇任
　清掃課施設管理係総括主幹 羽明　猛 清掃課施設管理係 昇任
　課税課固定資産税係総括主幹 高見　泰廣 課税課固定資産税係 昇任
　収納課収納係総括主幹 田原　信 収納課収納係 昇任
福祉保健部
　社会福祉課生活支援係総括主幹 曽宮　浩也 高齢者福祉課地域包括支援センター 昇任
　社会福祉課総括主幹（佐伯市社会福祉協議会派遣） 黒木　一幸 社会福祉課（佐伯市社会福祉協議会派遣） 昇任
　こども福祉課こども福祉係総括主幹 垣野内　茂 上浦振興局地域振興課市民サービス係総括主幹

　こども福祉課こども福祉係総括主幹 長浜　総明 こども福祉課こども福祉係 昇任
　こども福祉課施設係総括主幹 橋本　紀昭 保険年金課総括主幹（大分県後期高齢者医療広域連合派遣）

　こども福祉課家庭児童相談係総括主幹 三宮　香織 課税課固定資産税係総括主幹
　高齢者福祉課地域包括支援センター総括主幹 山野内　令 高齢者福祉課地域包括支援センター 昇任
　高齢者福祉課介護保険係総括主幹 芦苅　信也 高齢者福祉課地域包括ケア係 昇任
　高齢者福祉課介護認定係総括主幹 森﨑　美恵 高齢者福祉課地域包括支援センター 昇任
　健康増進課健康企画係総括主幹 金崎　善伸 健康増進課健康企画係 昇任
　健康増進課地域医療推進係総括主幹 加藤　壮二 健康増進課健康企画係総括主幹
　健康増進課健診係総括主幹 池田　真愉美 健康増進課健診係 昇任
　健康増進課西部分室長兼総括主幹 坂本　みゆき 健康増進課健診係総括主幹
　保険年金課国民健康保険係総括主幹 高治　留美 管財課財産活用係 昇任
　保険年金課国民年金係総括主幹 津田　智子 こども福祉課こども福祉係総括主幹
　保険年金課総括主幹（大分県後期高齢者医療広域連合派遣） 御手洗　薫 こども福祉課施設係総括主幹
建設部
　建設総務課庶務係総括主幹 坪根　一広 営業課庶務係 昇任
　建設課道路改良係総括主幹 仲矢　俊明 建設課道路改良係 昇任
　建設課河川砂防係総括主幹 堀川　聡 建設課河川砂防係 昇任
　都市計画課計画・区画整理係総括主幹 吉田　康邦 都市計画課土地開発係総括主幹



　建築住宅課建築審査係総括主幹 松田　忠広 建築住宅課建築審査係 昇任
農林水産部
　農林水産総務課企画管理係総括主幹 清家　美春 農林水産総務課庶務係 昇任
　水産課水産振興係総括主幹 三井　洋一郎 水産課水産振興係 昇任
　農林水産工務課水産工務係総括主幹 村松　清久 農林水産工務課水産工務係 昇任
上下水道部
　営業課料金係総括主幹 長野　仁 米水津振興局地域振興課市民サービス係総括主幹

　水道課水道工務１係総括主幹 入江　真士 下水道課下水道工務係総括主幹
　水道課水道維持管理係総括主幹 甲斐　俊朗 水道課上水道工務係総括主幹
　水道課水道維持管理係総括主幹 清家　義浩 環境対策課環境企画係総括主幹
　下水道課下水道工務係総括主幹 児玉　剛信 水道課簡易水道工務係 昇任
防災局
　防災危機管理課防災推進係総括主幹 後藤　藤幸 教育総務課学校施設管理係総括主幹
選挙管理委員会
　選挙管理委員会事務局選挙係総括主幹 大畠　啓一郎 課税課市民税係 昇任
監査委員
　監査委員事務局監査係総括主幹 古川　京子 地域振興課移住・定住推進係総括主幹
農業委員会
　農業委員会事務局庶務係総括主幹 染矢　公博 農業委員会事務局庶務係 昇任
教育委員会
　教育総務課学校施設管理係総括主幹 川野　眞司 清掃課施設管理係総括主幹
　社会教育課生涯学習推進係総括主幹 米田　啓 鶴見振興局地域振興課地域振興係 昇任
　社会教育課市史編さん係総括主幹 吉岡　健児 選挙管理委員会事務局選挙係総括主幹

○一般職員
総務部
　総務課総務係 今泉　達也 防災危機管理課防災推進係
　総務課法制係 渡邉　裕貴 高齢者福祉課地域包括ケア係
　総務課職員係 古賀　紗由美 秘書政策課秘書係
　総務課付（大分県自治人材育成センター派遣） 中村　稔 米水津振興局地域振興課地域振興係
　総務課付（大分県派遣） 上野　聖也 財政課財政係
　秘書広報課秘書係 西川　かおり 公聴広報課広報係
　秘書広報課秘書係 松下　喜晃 公聴広報課広報係
　秘書広報課広報係 松下　健一 公聴広報課広報係
　情報推進課情報化推進係 浜崎　憲 高齢者福祉課介護保険係
　人権・同和対策課人権推進・男女共同参画係 佐藤　照美 人権・同和対策課人権推進・男女共同参画係

総合政策部
　政策企画課政策企画係 清田　甲生 教育総務課総務企画係
　政策企画課政策企画係 中村　創 社会福祉課生活支援係
　政策企画課政策企画係 岩切　亮佑 秘書政策課政策推進係
　財政課財政係 山崎　守 高齢者福祉課地域包括支援センター
　財政課財政係 大塚　祥悟 こども福祉課こども福祉係
　管財課財産管理係 菅　俊介 議会事務局議事調査係
　管財課財産活用係 和田　恵理 収納課税制係
　契約検査課契約係 矢野　裕彦 宇目振興局地域振興課市民サービス係
　契約検査課契約係 安部　友記 用地・管理課用地係
地域振興部
　地域振興課移住・定住推進係 中路　明日香 総務課付（大分県派遣）
　地域振興課大島航路係 神崎　悟司 地域振興課地域振興・公共交通係
　地域振興課大島航路係 神崎　寿 地域振興課地域振興・公共交通係
　まちづくり推進課まちづくり推進係 後藤　智義 管財課財産管理係
　上浦振興局地域振興課市民サービス係 佐脇　うつみ 蒲江振興局地域振興課市民サービス係
　上浦振興局地域振興課市民サービス係 井原　真由美 市民課市民係
　弥生振興局地域振興課地域振興係 河津　宜昌 農林課水田・畜産係
　弥生振興局地域振興課地域振興係 高司　博規 教育総務課学校施設管理係
　弥生振興局地域振興課市民サービス係 河野　誠 地域振興課地域振興・公共交通係
　弥生振興局地域振興課市民サービス係 近藤　恵 障がい福祉課障がい福祉係
　本匠振興局地域振興課地域振興係 野村　勝彦 商工振興課企業誘致係
　本匠振興局地域振興課市民サービス係 辻　千香子 直川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地域振興係 河野　大作 農林課林務係



　宇目振興局地域振興課市民サービス係 渡邉　広樹 農林課水田・畜産係
　宇目振興局地域振興課市民サービス係 首藤　充 用地・管理課国土調査係
　直川振興局地域振興課地域振興係 戸高　直人 社会教育課生涯学習推進係
　直川振興局地域振興課市民サービス係 三原　琴恵 こども福祉課こども福祉係
　鶴見振興局地域振興課地域振興係 休坂　武志 農林水産総務課企画管理係
　鶴見振興局地域振興課地域振興係 浜崎　直記 農林課園芸振興係
　鶴見振興局地域振興課市民サービス係 高野　恭子 市民課市民係
　米水津振興局地域振興課地域振興係 御手洗　良太 観光課観光係
　米水津振興局地域振興課市民サービス係 佐脇　弘美 市民課市民係
　米水津振興局地域振興課市民サービス係 益田　幸房 営業課料金係
　蒲江振興局地域振興課地域振興係 塩月　竜二 水産課水産振興係
　蒲江振興局地域振興課市民サービス係 岩佐　千惠美 高齢者福祉課介護保険係
　蒲江振興局地域振興課市民サービス係 山本　貴美 健康増進課南部分室
　蒲江振興局地域振興課市民サービス係 後藤　栄進 清掃課施設管理係
観光ブランド推進部
　観光課観光係 岡田　崇 環境対策課環境保全係
　観光課観光係 松田　孝弘 観光課観光係（延岡市派遣）
　観光課観光係 志手　祐司 観光課観光係
　観光課観光係（ツーリズムおおいた派遣） 鳴海　宏隆 総務課職員係
　観光課管理係 五十川　博也 観光課管理係
　観光課管理係 佐瀬部　俊彰 保険年金課国民健康保険係
　観光課管理係 遠藤　優麿 観光課管理係
　ブランド推進課ブランド推進係 村井　利久 米水津振興局地域振興課地域振興係
　ブランド推進課ふるさと納税係 曾原　純史 秘書政策課秘書係
　ブランド推進課ふるさと納税係 溝口　裕子 地域振興課移住・定住推進係
　文化・スポーツツーリズム推進課文化・スポーツツーリズム推進係 田村　英朝 情報推進課情報化推進係
　文化・スポーツツーリズム推進課国民文化祭・障害者芸術文化祭係 高次　秀爾 国民文化祭・障害者芸術文化祭準備室国民文化祭・障害者芸術文化祭準備係

　文化・スポーツツーリズム推進課国民文化祭・障害者芸術文化祭係 塩月　佳奈 まちづくり推進課食育推進・市民協働係
市民生活部
　市民課市民係 中里　安理 蒲江振興局地域振興課市民サービス係
　市民課市民の窓係 小野　千鶴代 公聴広報課市民の窓係
　市民課市民の窓係 御手洗　和宏 学校教育課学事係
　清掃課庶務係 亀山　直記 財政課財政係
　清掃課庶務係（東浜収集センター） 近藤　紀子 下水道課下水道業務・維持管理係
　清掃課施設管理係 奥口　明美 米水津振興局地域振興課市民サービス係

　清掃課施設管理係 牧野　幸治 直川振興局地域振興課地域振興係
　清掃課施設管理係 甲斐　達也 管財課財産管理係
　環境対策課環境企画係 尾形　繁子 農林水産総務課企画管理係
　環境対策課環境保全係 首藤　理佳 市民課市民係
　課税課市民税係 前田　賀庸 弥生振興局地域振興課地域振興係
　課税課市民税係 甲斐　泰光 農林課水田・畜産係
　課税課固定資産税係 釘宮　沙也香 観光課観光係
　課税課固定資産税係 濱松　ひかる 体育保健課学校給食係
　収納課収納係 武田　和弘 下水道課下水道業務・維持管理係
　収納課収納係 三浦　健治 直川振興局地域振興課市民サービス係
　収納課収納係 大司　磨莉 収納課税制係
　収納課収納係 後藤　光希 農林水産総務課庶務係
　収納課債権管理係 後藤　択哉 保険年金課国民健康保険係
福祉保健部
　社会福祉課生活支援係 小森　英敬 保険年金課国民健康保険係
　社会福祉課生活支援係 秋元　貴生 こども福祉課家庭児童相談係
　社会福祉課生活支援係 坂口　泰利 弥生振興局地域振興課地域振興係
　社会福祉課生活支援係 渡辺　弘大 情報推進課情報化推進係
　社会福祉課社会福祉係 木許　雄太 収納課税制係
　障がい福祉課障がい福祉係 神崎　文美 健康増進課保健係
　こども福祉課こども福祉係 黒田　江理子 環境対策課環境保全係
　こども福祉課こども福祉係 吉良　徳子 地域振興課地域振興・公共交通係
　こども福祉課こども福祉係 清家　ひろみ 高齢者福祉課介護認定係
　こども福祉課家庭児童相談係 永田　和宏 鶴見振興局地域振興課市民サービス係



　こども福祉課久部保育所 安藤　友美 学校教育課（佐伯東幼稚園）
　こども福祉課ほんじょうこども園 戸高　八百子 こども福祉課本匠保育所
　こども福祉課ほんじょうこども園 大塚　千穂 こども福祉課久部保育所
　こども福祉課ほんじょうこども園 佐藤　知子 こども福祉課本匠保育所
　こども福祉課ほんじょうこども園 岩本　香那子 こども福祉課蒲江こども園
　こども福祉課ほんじょうこども園 佐々木　梓 学校教育課（上野幼稚園）
　こども福祉課うめこども園 首藤　万輝 こども福祉課本匠保育所
　こども福祉課なおかわこども園 鎗水　宣子 こども福祉課直川保育所
　こども福祉課なおかわこども園 田中　早 学校教育課（松浦幼稚園）
　こども福祉課なおかわこども園 倉本　真鈴 こども福祉課森崎保育所
　こども福祉課なおかわこども園 安達　美里 こども福祉課久部保育所
　こども福祉課蒲江こども園 工藤　千紘 こども福祉課久部保育所
　こども福祉課森崎保育所 立本　あゆみ 学校教育課（渡町台幼稚園）
　高齢者福祉課地域包括ケア係 安部　洋子 課税課固定資産税係
　高齢者福祉課地域包括ケア係 吉岡　真梨 総務課総務係
　高齢者福祉課地域包括支援センター 中島　健太 社会福祉課生活支援係
　高齢者福祉課地域包括支援センター 菅　大護 社会福祉課生活支援係
　高齢者福祉課地域包括支援センター 安藤　英明 建設総務課庶務係
　高齢者福祉課介護保険係 加納　しのぶ 課税課市民税係
　高齢者福祉課介護保険係 樹村　公忠 収納課債権管理係
　高齢者福祉課介護保険係 山田　朗子 会計課会計係
　健康増進課健康企画係 福田　英里 保険年金課国民健康保険係
　健康増進課健康企画係 阿部　満里奈 社会教育課生涯学習推進係
　健康増進課地域医療推進係 糸長　翔 健康増進課健康企画係
　健康増進課保健係 大畠　香織 健康増進課健診係
　健康増進課保健係 片野　志保 健康増進課西部分室
　健康増進課健診係 内田　誉志子 健康増進課西部分室
　健康増進課健診係 小野　美穂 健康増進課保健係
　健康増進課西部分室 南　由美子 健康増進課保健係
　保険年金課国民健康保険係 久保田　英樹 社会福祉課社会福祉係
　保険年金課国民健康保険係 岡部　雄企 課税課市民税係
　保険年金課国民健康保険係 赤峰　紀江 課税課市民税係
　保険年金課国民健康保険係 高木　健児 会計課会計係
　保険年金課国民年金係 渡邉　菜々美 課税課固定資産税係
建設部
　建設総務課企画調整係 清水　和成 用地・管理課管理係
　建設課道路改良係 小野　高志 農林水産工務課農業工務係
　建設課道路改良係 立本　竜一 都市計画課街路・公園係
　建設課道路維持係 清水　虎南 下水道課下水道工務係
　建設課河川砂防係 岡田　栄力 水道課上水道工務係
　建設課河川砂防係 柳井　竜也 農林水産工務課水産工務係
　用地・管理課国土調査係 松本　幸太郎 防災危機管理課防災施設係
　建築住宅課建築審査係 渡邉　圭輔 建築住宅課建築指導係
　建築住宅課建築指導係 風戸　庸秀 建築住宅課建築審査係
　建築住宅課住宅係 川井　寛成 蒲江振興局地域振興課市民サービス係
農林水産部
　農林水産総務課企画管理係 清家　葉子 環境対策課環境企画係
　農林水産総務課企画管理係 佐保　淳 清掃課庶務係
　農林水産総務課企画管理係 肥川　順二 高齢者福祉課地域包括支援センター
　農林水産総務課企画管理係 泥谷　友美 学校教育課学事係
　農林水産総務課企画管理係 樹村　綾香 農林水産総務課庶務係
　農林課水田・畜産係 岩井　敏彦 弥生振興局地域振興課市民サービス係
　農林課水田・畜産係 品矢　光賢 本匠振興局地域振興課地域振興係
　農林課水田・畜産係 軸丸　利彦 宇目振興局地域振興課地域振興係
　農林課水田・畜産係 志賀　命 保険年金課国民年金係
　農林課園芸振興係 泉　由香 蒲江振興局地域振興課市民サービス係
　農林課園芸振興係 鳴海　博人 蒲江振興局地域振興課地域振興係
　農林課林務係 磯貝　順三 宇目振興局地域振興課市民サービス係
　農林課林務係 荻　隆司 建築住宅課住宅係



　農林課林務係 後藤　圭輝 鶴見振興局地域振興課地域振興係
　水産課水産振興係 山本　源次郎 蒲江振興局地域振興課市民サービス係
　水産課水産振興係 長船　孝徳 営業課庶務係
　水産課水産振興係 塩月　天祐 秘書政策課政策推進係
　農林水産工務課農業工務係 天小　晴男 下水道課下水道工務係
　農林水産工務課農業工務係 工藤　敏啓 建設課道路維持係
　農林水産工務課水産工務係 佐保　昌之 建設課道路改良係
　農林水産工務課水産工務係 神崎　和弘 農林水産工務課農業工務係
上下水道部
　営業課料金係 新名　博臣 農林課水田・畜産係
　営業課庶務係 三浦　徹也 契約検査課契約係
　水道課水道工務１係 野々下　伸比古 建設課河川砂防係
　水道課水道工務１係 後藤　正幸 水道課上水道工務係
　水道課水道工務１係 黒木　伸治 農林水産工務課林業工務係
　水道課水道工務１係 甲斐　明彦 水道課上水道工務係
　水道課水道工務２係 津田　重記 建設課道路改良係
　水道課水道工務２係 保田　誠二 水道課簡易水道工務係
　水道課水道工務２係 山下　恭司 水道課簡易水道工務係
　水道課水道維持管理係 近藤　健一 観光課管理係
　水道課水道維持管理係 川下　敦 都市計画課街路・公園係
　下水道課下水道工務係 堀江　剛司 建設課道路維持係
　下水道課下水道業務・維持管理係 荻　博陸 鶴見振興局地域振興課地域振興係
　下水道課下水道業務・維持管理係 山中　悠吾 清掃課施設管理係
防災局
　防災危機管理課防災推進係 塩月　淳矢 課税課固定資産税係
　防災危機管理課防災施設係 永田　尚之 会計課会計係
会計課
　会計課会計係 林　啓子 上浦振興局地域振興課市民サービス係
　会計課会計係 東　由美子 収納課収納係
議会事務局
　議会事務局庶務係 染矢　裕理 健康増進課健康企画係
　議会事務局議事調査係 岩本　雄介 議会事務局庶務係
農業委員会
　農業委員会事務局庶務係 山田　祐郎 体育保健課スポーツ振興係
教育委員会
　教育総務課総務企画係 團塚　竜二 総務課法制係
　学校教育課学事係 堀川　かおり 弥生振興局地域振興課市民サービス係
　学校教育課学事係 仲石　塁 防災危機管理課防災推進係
　学校教育課（佐伯幼稚園） 市野瀬　麻美 学校教育課（本匠幼稚園）
　学校教育課（佐伯東幼稚園） 森　美奈 学校教育課（木立幼稚園）
　学校教育課（渡町台幼稚園） 朝井　智子 こども福祉課蒲江こども園
　学校教育課（鶴岡幼稚園） 山中　真美 学校教育課（明治幼稚園）
　学校教育課（鶴岡幼稚園） 内田　愛弓 こども福祉課本匠保育所
　学校教育課（木立幼稚園） 平川　真奈美 学校教育課（よのうづ幼稚園）
　学校教育課（明治幼稚園） 山本　愛乃 学校教育課（佐伯幼稚園）
　学校教育課（上野幼稚園） 松下　良子 学校教育課（直川幼稚園）
　学校教育課（切畑幼稚園） 児玉　そよか こども福祉課うめこども園
　学校教育課（松浦幼稚園） 東　園子 学校教育課（鶴岡幼稚園）
　学校教育課（よのうづ幼稚園） 天野　久美 学校教育課（切畑幼稚園）
　社会教育課生涯学習推進係 戸高　弘之 宇目振興局地域振興課市民サービス係
　社会教育課市史編さん係 長船　幸代 都市計画課計画・区画整理係

　○新規採用　一般職員
総務部
　総務課総務係 岩佐　実咲
　総務課職員係 岩佐　翔斗
　秘書広報課広報係 仲谷　早代
総合政策部
　管財課財産管理係 高原　和士



地域振興部
　地域振興課地域振興・公共交通係 古田　朋志
　まちづくり推進課食育推進・市民協働係 後藤　臣飛
　商工振興課企業誘致係 佐藤　聡彦
　エコパーク推進室エコパーク推進係 前田　哲弥
　上浦振興局地域振興課地域振興係 畑野　孝太
　弥生振興局地域振興課市民サービス係 後藤　里織
　宇目振興局地域振興課市民サービス係 戸髙　佑香
　蒲江振興局地域振興課市民サービス係 土矢　桃治郎
観光ブランド推進部
　観光課観光係 加納　沙由美
市民生活部
　市民課市民係 安川　遼
　市民課市民係 岡澤　直哉
　清掃課施設管理係 安藤　開
　課税課固定資産税係 三股　純一
　収納課収納係 森永　祐貴
福祉保健部
　こども福祉課こども福祉係 佐藤　奈緒子
　こども福祉課家庭児童相談係 河野　秀之
　こども福祉課ほんじょうこども園 山中　結莉乃
　こども福祉課うめこども園 出納　のどか
　こども福祉課蒲江こども園 丸山　玲菜
　こども福祉課竹野保育所 佐藤　瑞希
　高齢者福祉課地域包括支援センター 御手洗　沙和
　高齢者福祉課地域包括支援センター 冨髙　みさと
　健康増進課保健係 御手洗　莉穂
　健康増進課保健係 佐郷　仁美
　健康増進課西部分室 長岡　愛
　保険年金課国民健康保険係 尾川　未来
建設部
　建設課道路維持係 内山田　光史
　用地・管理課用地係 染矢　大冴
　用地・管理課管理係 多田　圭志
　都市計画課計画・区画整理係 安藤　史崇
　都市計画課街路・公園係 大山　太郎
　建築住宅課建築審査係 髙瀬　直紀
農林水産部
　水産課水産振興係 合戸　賢利
　農林水産工務課林業工務係 久保田　悠歩
　農林水産工務課水産工務係 玉野井　秀明
上下水道部
　下水道課下水道工務係 木村　裕太
防災局
　防災危機管理課防災推進係 平井　修司
会計課
　会計課会計係 河野　慎一

　○新規採用　消防職員
　消防本部消防総務課付 田中　健太郎
　消防本部消防総務課付 藤井　大門

　○再任用短時間勤務職員
総務部
　総務課職員係（産業保健担当） 山本　玉代
　情報推進課ケーブルテレビ係 稲垣　六郎
総合政策部
　管財課財産管理係 西海　正実
地域振興部



　商工振興課商工係 大津加　堅重
　本匠振興局地域振興課地域振興係 五十川　和重
　宇目振興局地域振興課地域振興係 小野　乙昭
　鶴見振興局地域振興課地域振興係 杉下　利長
　蒲江振興局地域振興課市民サービス係 田嶋　隆虎
観光ブランド推進部
　文化・スポーツツーリズム推進課文化・スポーツツーリズム推進係 西川　洋一
市民生活部
　市民課市民係 戸篠　真治
　市民課市民係 疋田　美代子
　市民課市民の窓係 戸田　眞喜雄
　清掃課施設管理係 山崎　増夫
　環境対策課環境保全係 丸山　初彦
福祉保健部
　こども福祉課ほんじょうこども園長 市原　厚三
　こども福祉課うめこども園長 菅原　健児
　こども福祉課うめこども園 柳井　奈津子
　こども福祉課なおかわこども園 青木　妙
　こども福祉課なおかわこども園 赤岩　万里子
　こども福祉課蒲江こども園 山田　直美
　健康増進課健康企画係 岩根　雅弘
　健康増進課南部分室 小平　惠里子
建設部
　建設課道路維持係 中野　隆浩
　都市計画課街路・公園係 矢野　修治
農林水産部
　水産課水産振興係 安部　和生
上下水道部
　下水道課下水道業務・維持管理係 田村　栄文
農業委員会
　農業委員会事務局庶務係 田中　眞二
教育委員会
　教育総務課学校施設管理係 御手洗　邦彦
　学校教育課（よのうづ幼稚園） 広田　瑞江
　社会教育課生涯学習推進係 池田　睦生
　体育保健課スポーツ振興係 岩崎　眞佐美
　体育保健課学校給食係 阿部　俊二

　○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

　○県派遣指導主事

川野　剛 教育委員会学校教育課長 退任

吉田　康彦 教育委員会学校教育課学校指導係 退任
　教育委員会学校教育課参事 飛彈　芳一 新任
　教育委員会学校教育課学校指導係 渡邊　崇 新任

　○延岡市交流職員
　 佐藤　元貴 観光課観光係 退任

　○退職
【部長】

池田　睦生 総務部長

平山　和也 市民生活部長

杉下　利長 建設部長

五十川　和重 農林水産部長

岩崎　眞佐美 議会事務局長

小野　正司 教育部長
【次長】



田嶋　隆虎 農林水産部次長兼農林水産総務課長

市原　厚三 地域振興部次長兼上浦振興局長兼地域振興課長

曽宮　郁夫 地域振興部次長兼直川振興局長兼地域振興課長

西川　洋一 地域振興部次長兼鶴見振興局長兼地域振興課長

【課長】

戸篠　真治 市民生活部市民課長

御手洗　邦彦 市民生活部清掃課長

山本　玉代 福祉保健部障がい福祉課長

吉良　新市 上下水道部水道課長

中野　隆浩 上下水道部下水道課長

長田　文春 教育委員会社会教育課長

阿部　俊二 教育委員会体育保健課長
【参事】

小平　惠里子 福祉保健部健康増進課参事兼西部分室長

藤田　高 建設部建築住宅課参事
【課長補佐】

勝田　剛 総務部公聴広報課長補佐

西海　正実 地域振興部上浦振興局地域振興課長補佐

小野　乙昭 地域振興部宇目振興局地域振興課長補佐

田村　栄文 福祉保健部こども福祉課長補佐（西浦・竹野保育所長）

中元　利恵子 福祉保健部こども福祉課長補佐（森崎保育所）

山田　直美 福祉保健部こども福祉課長補佐（久部保育所）

木原　智栄美 福祉保健部こども福祉課長補佐（蒲江こども園）

矢野　修治 建設部都市計画課長補佐

大神　政宏 上下水道部水道課長補佐

広田　瑞江 教育委員会学校教育課長補佐（佐伯幼稚園）

【総括主幹】

岩崎　由美子 地域振興部地域振興課地域振興・公共交通係総括主幹

武藤　美絵 福祉保健部健康増進課保健係総括主幹

三浦　伸幸 消防署東部分署長代理
【一般職員】

疋田　美代子 地域振興部上浦振興局地域振興課市民サービス係

芦刈　悦美 地域振興部本匠振興局地域振興課市民サービス係

小野　裕司 市民生活部清掃課施設管理係

赤岩　万里子 福祉保健部こども福祉課（直川保育所）

池松　果実 農林水産部農林課林務係

松崎　清高 上下水道部水道課水道維持管理係


