
平成25年度定期人事異動発令（平成25年4月 1日） ※ Oは昇任、 （ ）は前職

【部長級】

O総務部長（総務部副参事兼職員課長）

O健康福祉部長兼福祉事務所長

青井雄二 10地域交通安全推進室長 松元剛

佐藤 和郎｜ （都市計画課主幹兼課長補佐〔事務担当〕・管理係長）

（健康福祉部副参事兼高齢福祉課長）

O商工観光部長

O新最終処分場建設室長（商業観光課付主幹）

野々下 博司 lo高齢福祉課長

本庄俊博

友清明俊

（商工観光部副参事兼中心市街地活性化推進室長）

0商工観光部参事〔農商工連携担当〕兼商業観光課長 宇和田 光洋

（商工観光部副参事兼商業観光課長）

（高齢福祉課主幹兼課長補佐・総務係長）

Oこども家庭課長

（財政課主幹兼課長補佐・財務調査係長）

後藤稔宜

0教育部長兼カルチャープラザのべおか館長

（北方町総合支所次長兼地域振興課長）

池 田 秀樹｜ 障がい福祉課長（議会事務局次長） 宮田佳司

山本 ーー丸

0北方町総合支所長（企画部副参事兼情報管理課長） 山本 武．之

【部次長級】

O企画部副参事兼契約管理課長（区画整理課長）

総務部副参事兼職員課長

（企画部副参事兼経営政策課長）

0総務部副参事兼財政課長（財政課長）

0総務部副参事兼資産税課長（こども家庭課長）

O市民環境部副参事兼クリーンセンタ一所長

（新最終処分場建段室長）

0商工観光部副参事兼工業振興課長・メデイカル

日高淳三

高浜公善

岡川秀敏

山 本雅浩

原岡秀樹

高久 目 ー

タウン推進室長（工業振興課長兼メデイカルタウン推進室長）

0都市建設部副参事兼都市計画課長 田中文靖

－花と緑のまちづくり推進室長（建築指導課長）

O都市建設部副参事兼土木課長（土木課長）

O上下水道局副参事兼下水道課長（契約管理課長）

山本昌男

福 永 秀 樹

0北方町総合支所次長兼建設課長・上下水道局 平川 順一

北方分室長（北方町総合支所建股課長兼上下水道局北方分室長）

O地減医療対策室長

（健康増進課主幹兼課長補佐・総務係長・健康長寿推進室付主幹）

中心市街地活性化推進室長 佐藤光春

（北川町総合支所建設課長兼上下水道局北川分室長）

区画整理課長 工藤英文

（北浦町総合支所建設課長兼上下水道局北浦分室長）

0区画整理謀業務管理監兼課長補佐〔事務担当〕 村田 賢一

・管理係長（区画整理課主幹兼課長補佐〔事務担当〕・管理係長）

0建築指導課長（建築指導課主幹兼課長補佐）

O会計課業務管理監兼課長補佐・出納係長

（会計課主幹兼課長補佐・出納係長）

小野正勝

野下美智江

O選挙管理委員会事務局長 安藤俊則

（北川町総合支所地減振興課主幹兼課長補佐・総務防災係長）

議会事務局次長（地域医療対策室長） 甲斐研二

北川教育課長兼カルチャープラザのぺおか図書館 北林 俊一

北川分館長・北川町学校給食センタ一所長

（北川教育課長兼北川町学校給食センタ一所長）

【北方町総合支所】

0北浦町総合支所次長兼地按振興課長

（北浦町総合支所地按振興課長）

内 田 千博 10地妓振興課長 吉岡誠次

（経営政策課主幹兼課長補佐・市民協働係長）

市民サーピス課長

【課長級】

経営政策課長（市民課長兼南浦支所長）

O情報管理課長

（納税課収納対策監兼課長補佐・納税第2係長）

馬見塚 保宏 10農林課長兼農業委員会北方分室長

（情報管理課主幹兼課長補佐・運用管理係長）

O職員課業務管理監兼課長補佐・給与係長

〈職員課主幹兼課長補佐・給与係長）

岩 切 貞 樹

織田豊市

管財課長 松尾雅敏

（人権推進課人権推進対策監兼課長補佐・人権推進係長）

（北方町総合支所農林課主幹兼課長補佐・農政係長

・農業委員会北方分室主幹兼分室長補佐）

【北浦町総合支所】

O市民サービス課長

（北浦教育課主幹兼課長補佐・総務係長

浅野繁

平川千里

川崎福吉

0市民課長兼南浦支所長（危犠管理室主幹兼室長補佐）小村 周司 ・カルチャープラザのべおか図書館北浦分館主幹兼分館長補佐）



0建設課長兼上下水道局北浦分室長 吉田 正明 上下水道局水道課主幹兼課長補佐・維持給水係長 日吉 哲也

（上下水道局水道課主幹兼課長補佐・維持給水係長） （土木課主幹兼課長補佐〔技術担当〕・道路維持係長）

0上下水道局北浦分室主幹兼分室長補佐 堀井 直弘

【北Jll町総合支所】 －上下水道係長・北浦町総合支所建設課主幹兼課長補佐

建設課長兼上下水道局北川分室長 甲斐 岩美 （上下水道局北浦分室長補佐兼上下水道係長）

（土木課国県事業対策監） 0議会事務局主幹兼政策・調査係長 村松 康成

（議会事務局副主幹兼政策・調査係長）

【課次長級】 教委・総務課主幹兼課長補佐・総務係長 宮山 仲

0経営政策課主幹兼課長補佐・政策推進係長 日高 孝 則 （教委・総務課主幹兼課長補佐・施設係長）

（経営政策課副主幹兼政策推進係長） 0学校教育課主幹兼課長補佐〔管理担当〕・管理係長 尾畑 教 秋

0人権推進課主幹兼課長補佐・人権推進係長 橋口 昌義 （学校教育課長補佐〔管理担当〕兼管理係長）

（農林畜産課副主幹兼農産園芸係長） 0文化課主幹兼課長補佐・文化振興係長 鵜島 孝 幸

O情報管理課主幹兼課長補佐・情報開発係長 稲田 孝幸 （文化課長補佐兼文化娠興係長）

（情報管理課副主幹兼情報開発係長）

0総務課主幹兼課長補佐・総務係長・国際交流推進室 後藤 博文 【北方町総合支所】

主幹兼室長補佐（総務課長補佐兼総務係長・国際交流推進室長補佐） O地按娠興課主幹兼課長補佐・総務防災係長 鬼塚 重敏

0総務課主幹兼畠書係長（総務課副主幹兼秘書係長） 甲斐 俊二 （北方町総合支所市民サービス課長補佐兼介護保険係長）

0管財課主幹兼課長補佐・管理係長 松崎 祥夫

（管財課長補佐兼管理係長） 【北JIl町総合支所】

財政課主幹兼課長補佐・財政係長 有野 公教 建般課主幹兼課長補佐（北川町総合支所建設課主幹 大野憲二郎

（財政課主幹兼財政係長） 兼課長補佐・上下水道局北川分室主幹兼分室長補佐）

O資産税課主幹兼課長補佐・資産税第2係長 工藤 博

（資産税課長補佐兼資産税第2係長） 【課長補佐級】

0納税課主幹兼課長補佐・管理係長 小中谷美利 0男女共同参画推進室長補佐（納税課管理係長） 渡辺 明広

（国民健康保険課長補佐兼総務係長） 危畿管理室長補佐（北川教育課長補佐兼総務係長） 深田 勇志

生活福祉課主幹兼課長補佐・保護第 1係長 Jll 島 登 0職員課副主幹兼研修厚生係長（職員課研修厚生係長） 見崎 文昭

（工業振興課主幹兼課長補佐・工業銀興係長） 0納税課副主幹兼納税第2係長 山本 栄作

0農林畜産課主幹兼課長補佐・林政係長 甲斐 克則 （保健体育課保健給食係長）

（農林畜産課長補佐兼林政係長） 国民健康保険課長補佐兼納税係長 富永 栄二

0水産課主幹業課長補佐・水産振興係長 木野宮雅敬 （国民健康保険課副主幹兼納税係長）

（水産課長補佐兼水産振興係長） 国民健康保険課副主幹兼総務係長 稲村 斎

0商業観光課主幹兼課長補佐・観光物産係長 熊谷 俊一 （議会事務局副主幹兼議事係長）

（商業観光課長補佐兼観光物産係長） 市民課長補佐兼窓口係長（市民課副主幹兼窓口係長） 稲葉 英夫

0都市計画課主幹兼計画係長 土手 健二 0市民課副主幹兼管理係長（東海支所長） 吉岡 真司

（都市計画課副主幹兼計画係長） 市民課副主幹兼島浦支所長 高橋 修

0土木課国県事業対策主幹 花田 好文 （市民課副主幹薫記録係長）

（高速道対策課長補佐兼用地係長） 生活環境課副主幹兼生活衛生係長 甲斐 義孝

建築指導課主幹兼課長補佐・開発指導係長 片伯部光太郎 （生活福祉課長補佐兼保護第 1係長）

（建築指導課主幹兼開発指導係長） 0資源対策課長補佐兼業務係長 三星 智

0上下水道局業務課主幹兼課長補佐・総務係長 柳田 久年 （生活福祉課保護第2係長）

（上下水道局業務課副主幹兼総務係長） 清掃工場長補佐兼管理係長 田口 哲郎

（清掃工場副主幹兼管理係長）
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0高齢福祉課長補佐兼介護認定係長

（高齢福祉課介護認定係長）

O高齢福祉課副主幹兼総務係長（職員課付係長）

梅田 勝 徳

工藤靖治

0生活福祉課副主幹兼保護第2係長（管財課財産係長） 甲 斐 祐逸

障がい福祉課長補佐兼自立支盤係長 一湊美智子

（障がい福祉課副主幹兼自立支援係長）

健康増進課長補佐〔技術担当〕兼健康づくり 茂 美代子

第 l係長・健康長寿推進室付副主幹（健康増進課副主幹

兼健康づくり第 1係長・健康長寿推進室付副主幹）

健康増進課長補佐〔事務担当〕兼健康づくり 吉田勝幸

第2係長・健康長寿推進室付副主幹

（契約管理課長補佐〔事務担当〕兼物品契約係長）

農山村整備課長補佐兼基盤整備係長 甲斐義人

（上下水道局下水道課副主幹兼計画係長）

農山村整備課副主幹兼管理係長 渡部 久 人

（農山村整備課長補佐兼管理係長）

0商業観光課副主幹兼商業娠興係長・中心市街地 野々坦浩二

活性化推進室長補佐〔事務担当〕 （納税課納税第 l係長）

土木課長補佐〔技術担当〕兼建設第 l係長 赤木 靖 明

（土木課副主幹兼建設第 l係長）

O土木課副主幹兼建設第2係長 加行 良光

（鹿山村整備課基盤整備係長）

土木課副主幹兼道路維持係長 原 修司

（上下水道局北方分室長補佐兼上下水道係長

－北方町総合支所建設課長補佐）

0区画整理課副主幹兼事業係長（区画整理課事業係長） 猪狩 英次

0建築住宅課副主幹兼住宅係長（建築住宅課住宅係長） 栗 田 哲郎

0建築住宅課副主幹兼設備係長（建築住宅課設備係長） 甲 斐 宝

北川教育課長補佐兼総務係長・カルチャープラザ 原田 義浩

のべおか図i号館北川分館長補佐

（北Jll町総合支所市民サービス課長補佐）

0北川教育課副主幹兼社会教育係長（島浦支所長） 工藤信康

【北方町総合支所】

市民サーどス課長補佐兼福祉保健係長 末永富雄

（北方町総合支所市民サービス課副主幹兼福祉保健係長）

0市民サービス課目j主幹兼税務係長

（北方町総合支所市民サービス課税務係長）

市民サービス課目l主幹競市民生活係長

（資産税課副主幹兼資産税第 l係長）

市民サービス課副主幹兼介護保険係長

（北方町総合支所地按振興課長補佐兼総務防災係長）

田島栄子

池田勝彦

甲斐喜代志

農林課長補佐兼農村整備係長・農業委員会北方 江川 博司

分室長補佐（北方町総合支所農林課副主幹兼農村整備係長）

【北浦町総合支所】

市民サーピス課長補佐兼市民生活係長 木原・章男

（北浦町総合支所市民サーピス課副主幹兼市民生活係長）

市民サービス課削主幹兼福祉保健係長 木下温志

（カルチャープラザのべおか図書館副主幹兼管理係長）

【北川町総合支所】

地減振興課長補佐兼総務防災係長 工藤浩樹

（北川町総合支所地成振興課副主幹〔地峨振興担当〕）

市民サービス課長補佐 一宮靖

（北川町総合支所農林課副主幹〔農政担当〕）

O建築指導課副主幹兼審査係長（建築指導課審査係長） 角野 文紀 10市民サーピス課副主幹兼税務係長 井本治久

0高速道対策課長補佐兼計画調査係長 楠生 修｜ （北川教育課社会教育係長）

（高速道対策課計画調査係長）

上下水道局水道課副主幹兼配水係長

（土木課副主幹兼建設第2係長）

0上下水道局北川分室長補佐兼水道係長

（上下水道局北川分室水道係長）

O教委・総務課副主幹兼施設係長

（企画課企画調整係長）

O農林課副主幹〔農政担当〕

福 良 剛｜ （北川町総合支所市民サービス課税務係長）

赤木 正 久 【係長級】

企画課企画調整係長（生活環境課生活衛生係長）

蓑 回 範夫 10経営政策課市民協働係長

北浦教育課長補佐兼総務係長・カルチャープラザ 猪股 信彦

（経営政策課広報広聴係主査）

情報管理課運用管理係長

のべおか図書館北浦分館長補佐

（北浦町総合支所建設課長補佐兼土木建築係長）

O北浦教育課副主幹兼社会教育係長

（北浦教育課社会教育係長）

木原倉道
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（情報管理課運用管理係専門員）

0契約管理課長補佐〔事務担当〕兼物品契約係長

（学校教育課指導係主査）

新庁舎建設室専門員（建築住宅課設備係専門員）

渡辺親弘

赤木繁男

重黒木康恵

山口一彦

熊原幹夫

菊池新吾



0職員課付係長（区画整理課管理係主査） 松永 利勝 上下水道局業務課収納係長 広瀬 政春

管財課財産係長（区画整理課事業係専門員） 田上 誠 （上下水道局業務課収納係専門員）

0財政課財務調査係長（財政課財政係主査） 山 本 陽一 上下水道局業務課収納係専門員 松田 裕次

資産税課資産税第 1係長 日高 範孝 （上下水道局水道謀計画係専門員）

（資産税課資産税第 1係専門員） 0上下水道局水道課工務係長 松下 典生

資産税課資産税第 l係専門員 窪田 了 子 （上下水道局水道課工務係主査）

（資産税課資産税第2係専門員） 上下水道局下水道謀計画係長 島 田 願一

納税課納税第 l係長（資産税課資産税第2係専門員） 茂 聖也 （上下水道局下水道課計画係専門員）

市民課記録係長（社会教育課社会教育係長） 吉田 宏喜 上下水道局下水道課排水設備係専門員 小田 浩二

東海支所長（農業委員会事務局農地係長） 中 島 艇祐 （監査委員事務局監査係専門員）

清掃工場施設係長（清掃工場施設係専門員） 黒木 克美 上下水道局下水道課施設係専門貝 桑原 修己

0清掃工場施設係専門員（清掃工場施設係主査） 甲斐 勝彦 （上下水道局下水道課建設係専門員）

0高齢福祉課介護認定係専門員 品部 弘 0上下水道局下水道課施設係専門員 松本 章夫

（高齢福祉課介護認定係主査） （上下水道局下水道課建設係主査）

障がい福祉課障がい福祉係長 黒 田憲二郎 0上下水道局北方分室長補佐兼上下水道係長 林田 幸夫

（議会事務局政策・調査係専門員） （土木課道路維持係主査）

0障がい福祉課自立支援係専門員 藤本 秀征 監査委員事務局監査係専門員 柳田 寛美

（障がい福祉課自立支援係主査） （企画課統計調査係専門員）

健康増進課総務係長兼健康長寿推進室付係長 志道 里香 農業委員会事務局農地係長 甲斐 武親

〈健康増進謀総務係専門員） （農業委員会事務局農地係専門員）

0健康増進課健康づくり第 1係専門員 児島 典子 0議会事務局議事係長（議会事務局議事係主査） 福島 昌宏

（こども家庭課こども家庭係主査） 0教委・総務課総務係専門員 宮田 史子

健康増進課健康づくり第2係専門員 橘 久美 （教委・総務謀総務係主査）

（健康増進課健康づくり第 1係専門員） 0学校教育課管理係専門員（学校教育課管理係主査） 田畑 由紀

0総合農政課農政企画係専門員 太田 康晶 O保健体育課保健給食係長 忍賀 礼 広

（総合農政課農政企画係主査） （保健体育課保健給食係主査）

0総合農政課地籍調査係専門員 甲斐 潤矢 0保健体育課保健給食係専門員 那須 裕子

（総合農政課地籍調査係主査） （保健体育課保健給食係主査）

農林畜産課農産園芸係長 黒木 敏郎 0社会教育課社会教育係長 松本 哲也

（北方町総合支所地減振興課地域振興係長） （社会教育課社会教育係主査）

0農林畜産課林政係専門員（農林畜産課林政係主査） 斧 仲春 カルチャープラザのべおか図書館管理係長 松尾美都子

工業娠興課長補佐兼工業振興係長（商業観光課 河野 修 （カルチャープラザのベおか図書館管理係専門員）

商業振興係長兼中心市街地活性化推進室長補佐〔事務担当〕）

都市計画課長補佐〔事務担当〕兼管理係長 丸 山 真二 【北方町総合支所】

（教委・総務課総務係長） 地成振興課地按娠興係長（建築住宅課住宅係専門員） 森 政春

0建築住宅課住宅係専門員（建築住宅課住宅係主査） 尾 畑 知子 農林課農政係長 仰田 伸晃

0建築指導課審査係専門員〈清掃工場管理係主査） 矢野 泰章 （北方町総合支所農林課農政係専門員）

高速道対策課用地係長 那 須 峰夫 建設課長補佐兼土木建築係長 吉永 安 秀

（資産税課資産税第1係専門員） （北方町総合支所建設課土木建築係長）

上下水道局業務課営業係長 甲斐 宏喜

（上下水道局業務課収納係専門員） 【北浦町総合支所】

0建設課土木建築係長（区画整理課指導係主査） 瀬！本 博文
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【主査級】 0文化課文化娠興係主査（文化課）

O情報管理課情報開発係主査（情報管理課） 吉田 尚良 10カルチャープラザのぺおか図書館図書館

古川久師

高 田 和 子

O契約管理課工事契約係主査（国民健康保険課）

職員課付主査〔いわき市派遣〕

（保健体育課スポーツ娠興係主査）

管財課管理係主査

（北方町総合支所市民サーピス課市民生活係主査）

管財課財産係主査（高齢福祉課総務係主査）

山本洋美

高橋一朗

甲斐芳正

長光直明

国民健康保険謀総務係主査（健康増進課総務係主査）蘇山 佳江

国民健康保険課賦課係主査（地按医療対策室主査） 山 内 敏信

市民課管理係主査（市民課記録係主査） 堀田 宗範

資源対策課業務係主査（総合農政課地籍調査係主査）吉田 裕一

高齢福祉課高齢者支媛係主査

（国民健康保険課総務係主査）

甲斐恵美子

サーピス係主査（カルチャープラザのべおか図書館）

0北川教育課社会教育係主査（北川教育課） 後藤 英之

【北方町総合支所】

O農林課農政係主査（北方町総合支所農林諜） 上杉 耕 市

【北浦町総合支所】

地域振興課総務防災係主査 中村建次郎

（北浦教育課社会教育係主査）

0水産農林課農政係主査（北浦町総合支所水産農林謀） 松井 富久美

【北＂＇町総合支所】

こども家庭課こども家庭係主査 熊谷 菜調子 10市民サービス課介護保険係主査 中野聖子

（健康増進課健康づくり第 1係主査）

0こども家庭課保育係主査（こども家庭課）

健康増進課健康づくり第2係主査

（髄康増進課健康づくり第 1係主査）

O総合農政課農政企画係主査（総合農政謀）

O農林畜産課農産園芸係主査（農林畜産課）

O商業観光課付主査（保健体育課）

O都市計画課管理係主査（都市計画課）

O土木課管理係主査（土木課）

0土木課管理係主査〈土木課）

O高速道対策課計画調査係主査（高速道対策課）

上下水道局業務課収納係主査

（北川町総合支所農林課農政係主査）

纏藤俊英

緒方由美

赤木利克

矢野恵朗

志道政彦

甲 斐和則

日高茂喜

森勝喜

柳田 宏 之

甲斐亮子

O上下水道局水道課工務係主査（上下水道局下水道課）河野 秀朗

0上下水道局水道課維持給水係主査

（上下水道局水道課）

0上下水道局水道線維持給水係主査

（上下水道局水道課）

0上下水道局下水道課建設係主査

（上下水道局下水道課）

上下水道局下水道課排水設備係主査

（資源対策課リサイクル推進係主査）

O上下水道局下水道課施設係主査

（上下水道局下水道課）

O監査委員事務局監査係主査（監査委員事務局）

O監査委員事務局監査係主査（監査委員事務局）

O学校教育課管理係主査（こども家庭課）

柳田 弘

西国順

夏田展行

日高正二

林田 正 春

竹内祐子

西本守男

柴 由 美 子
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（北川町総合支所市民サービス課）

【一般職員】

企画課（農山村整備課）

II （健康長寿推進室）

II （宮崎県派遣研修）

II （北方町総合支所地域振興課）

経営政策課（企画課）

II （宮崎県東京事務所派遣研修）

情報管理課（農林畜産課）

契約管理課（納税課）

新庁舎建設室（建築住宅課）

職員課（国民健康保険課）

宮崎県派遣研修（職員課）

宮崎県東京事務所派遣研修（財政課）

民間企業派遣研修（生活福祉課）

いわき市派遣（北川町総合支所農林課）

財政課（契約管理課）

II （生活福祉課）

市民税課（国民健康保険課）

II （恒富保育所）

II （陣がい福祉課）

資産税課（巨富保育所）

II （高齢福祉課）

II （市民税課）

納税課（高齢福祉課）

II （生活環境課）

河野理恵

輿侶春樹

高 橋 泰 成

甲佐香織里

丸山貴子

伊住真教

重本尚範

横山将士

集団英明

野村啓輔

甲斐正輝

藤井洗太朗

小原大輔

牧野史和

阿 部 ー 点

幸俊次

黒田奈緒子

黒木典子

甲斐奈々絵

市田恵美子

甲 斐 保 孝

滑池 翼

岡田健一

宮崎忠嗣



納税課（こども家庭課）

国民健康保険課（市民課）

IJ （こども家庭課）

IJ 〈高齢福祉課）

JI （経営政策課）

II （生活福祉課）

宮崎県後期高齢者医療広域連合派遣

（国民健康保険課）

市民課（総合農政課）

II （伊形支所）

II （学校教育課）

伊形支所（障がい福祉課）

生活環境課（納税課）

資源対策課（管財課）

清掃工場（資源対策課）

II （納税課）

II （資源対策課）

高齢福祉課（健康増進課）

II （企画課）

II （北浦町総合支所水産農林課）

II （上下水道局業務課）

生活福祉課（高齢福祉課）

II （国民健康保険課）

II （北浦町総合支所地按振興課）

II （生活環境課）

II （納税課）

こども家庭課（恒富保育所）

II （土木課）

障がい福祉課（会計課）

健康増進課（高齢福祉課）

II （納税課）

健康長寿推進室〈宮崎県市町村振興協会派遣）

地域医療対策室（工業振興課）

総合農政課〈商業観光課）

農林畜産課（生活福祉課）

農山村整備課（市民課）

II 〈上下水道局業務課）

中心市街地活性化推進室（都市計画課）

工業娠興課（民間企業派遣研修）

メディカルタウン推進室付・九州経済産業局

派遣研修（企画課）

都市計画課（北方町総合支所建設課）

岡原亜衣

長友智子

佐藤恵子

宮田陽子

甲斐正紀

市 来幸司

橋本恒宏

甲斐清香

佐藤 由美 子

戸高裕子

黒木文代

高木健臣

矢 野智

高浜喜章

寺田博行

渡木幸雄

太田伯枝

稲見誠二

柴田一仁

増田竜也

蘇 悦子

興抱健治

御手洗孝紀

興相康大

高久隆志

山本 千調 子

甲 斐留美

矢野卓郎

成地富美

八幡 領美 穂

山口博史

吉田目史

菊 池 陽 三

早川i 修二

甲斐隆子

町田泰子

持原康弘

甲斐聡

児浪仁

中島真吾
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土木課（建築指導課）

II （区画整理課）

II （上下水道局水道課）

区画整理課（高速道対策課）

II （北浦町総合支所建設課）

II （農山村整備課）

建築住宅課（国民健康保険課）

II 

II 

（都市計画課）

（建築指導課）

建築指導課（国民健康保険課）

II （上下水道局下水道課）

上下水道局業務課（南小学校）

II （緑ケ丘小学校）

II （北川町総合支所建設課）

II （市民税課）

II （資産税課）

II （上下水道局下水道課）

II （上下水道局水道課）

上下水道局水道課（上下水道局業務課）

II （納税課）

II （管財課）

II （土木課）

上下水道局下水道課（上下水道局業務課）

JI （上下水道局水道課）

JI （中心市街地活性化推進室）

農業委員会事務局（市民税課）

議会事務局（北川町総合支所地減娠興課）

II （宮崎県後期高齢者医療広域連合派遣）

学校教育課（市民税課）

保健体育課（生活福祉課）

社会教育課（生活福祉課）

カルチャープラザのぺおか図書館（社会教育課）

II （社会教育課）

北方教育課（北方町総合支所市民サービス課）

北方町学校給食センター〈北方教育課）

北浦教育課（北浦町総合支所地域振興課）

【北方町総合支所】

市民サーピス課（中島保育所）

建設課（土木課）

松元久美子

柳田信一郎

松 山 義 秋

後藤彰宏

竹内一博

鈴木豊光

永友孝生

甲斐昇太

甲斐一也

白石晴紀

御沓英範

佐藤喜代美

甲 斐 紀 子

堀田章子

津隈泰子

河野貞彦

藤島康行

山中恭平

向井俊郎

須田晃功

夏目修

藤川品啓

甲斐雄一

伊藤和訓

西田孝司

山 本 省 吾

須 藤 克 彦

寺田貴亮

甲斐祥子

佐藤淳一

松田真寿代

矢野修子

橋口美里

佐藤育代

甲斐鶴美

字戸田大倍

甲 斐 留 利 子

白石憲馬



【北浦町総合支所】

建設課（土木課）

【北川町総合支所】

地妓振興課（北川町総合支所市民サービス課）

II （区画整理課）

農林課（都市計画課）

【異動数 309人】

（保育所等施設職員異動）

0川中保育所長・主査 (Jll中保育所）

土々呂保育所長・主査（長井保育所）

東保育所長・主査（慎峰保育園）

島揃保育所長・主査（東保育所）

黒木 欣 次

岩佐聖子

矢野修己

弓削実

吉田直子

日吉信子

長田みどり

河野成美

中島保育所長兼中島児童館長・主査（土々呂保育所）佐藤 美恵子

山下保育所（長井保育所）

II （中島保育所）

川中保育所（楓峰保育園）

II （中島保育所）

恒富保育所。II中保育所）

II ()II中保育所）

II （山下保育所）

東保育所（土々呂保育所）

II （恒富保育所）

島浦保育所（中島児童館）

中島保育所（山下保育所）

II （東保育所）

II （岡宮小学校）

II （西小学校）

中島児童館（東保育所）

【異動数 20人】

（幼稚園教諭）

南幼稚園（西階幼稚園）

西階幼稚園（南幼稚園）

（学校技術員）

土々呂中学校（資源対策課）

矢野 美恵

大島美登里

年蘇 有里

高木 史織

山田 香代

杉本 梢

吉 田 裕子

荒砂 季実 子

後藤 萌

阿部 美紀

渡部 博子

児 島 史絵

谷本 ひろ み

村田 智保

安藤江理子

高鍋 栄 子

神田智代美

池田環

（学校調理士等）

岡宮小学校（伊形小学校） 高浜 雅子

西小学校（延岡小学校） 篠原由香理

南小学校（延岡小学校） 績山 清美

II （東海小学校） 茂 世津代

緑ケ丘小学校（延岡小学校） 野村 智子

II （長井保育所） 高島 情 子

東海小学校（東海東小学校） 松田 光代

土々呂小学校（東海小学校） 川島 清 子

伊形小学校（緑ケ丘小学校） 柳田 洋子

II （延岡小学校） 松田 里 香

東海東小学校（土々呂小学校） 吉永 文代

【異動数 1 4 人】
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平成25年4月1日付 新規採用職員

市民税課

資産税課

納税課

II 

II 

国民健康保険課

生活環境課

資源対策課

II 

II 

清掃工場

高齢福祉課

生活福祉課

II 

こども家庭課

障がい福祉課

健康増進課

II 

II 

総合農政課

商業観光課

都市計画課

II 

土木課

’I 

” 
区画整理課

II 

上下水道局業務課

II 

上下水道局水道課

II 

会計課

学校教育課

保健体育課

II 

社会教育課

北方町総合支所地域娠興課

北方町総合支所市民サービス課

北浦町総合支所地域振興課

北浦町総合支所水産農林課

44人

稲用亮

野上了輝

井上慶太朗

甲斐哲也

甲斐星斗

山田貴敏

金子哲也

神戸光太

御手洗貴弘

蓑田絡亮

奥村拓雄

井戸口遥香

渡漣俊典

小川修平

三輪真 紀子

三窪奈 都子

田原真衣

甲斐小百合

東達也

柊野智也

三浦久知

片岡慎吾

小田貴裕

工藤直樹

工藤杏菜

岡山遼太郎

小山拓郎

佐藤雄作

田中宏樹

三村将平

上坪隆弘

平野京

福富雄一

緒方彩乃

上谷田仁

佐藤元貴

島田弘範

岩切陽香里

石井一輝

橋口朋央

田中淳一郎

8 

北川町総合支所農林謀

北川町総合支所建設課

西階幼稚園

平成25年3月31日付 退職者 55人

総務部長

健康福祉部長兼福祉事務所長

商工観光部長

北方町総合支所長

教育部長兼カルチャープラザのべおか館長

市民環境部副参事兼クリーンセンタ一所長

北浦町総合支所次長兼市民サーピス課長

選挙管理委員会事務局副参事兼事務局長

管財課長

資産税課長

市民課業務管理監兼課長補佐・管理係長

地続交通安全推進室長

障がい福祉課長

陣がい福祉課陣がい福祉対策監兼課長補佐・

陣がい福祉係長

都市計画課長兼花と緑のまちづくり推進室長

北方町総合支所市民サーピス課長

北方町総合支所農林課長兼農業委員会北方分室長

満木啓昭

中 島 弘 貴

上 原唯

尾前光三郎

笠江孝一

根岸正和

高見和嗣郎

甲斐享博

安本潤ー

北林照泊

松本良一

松田続二

石田道明

藤島さち子

西村繁光

中須恒孝

田村泉

佐藤理洋

吉田道信

甲斐誠

上下水道局業務課事業管理監兼課長補佐・収納係長 伊東 範宏

上下水道局下水道課長

男女共同参画推進室主幹兼室長補佐

清掃工場主幹兼工場長補佐・施設係長

北浦町総合支所市民サービス課主幹兼課長補佐・

福祉保健係長

資源対策課長補佐兼業務係長

健康増進課副主幹兼健康づくり第2係長・

健康長寿推進室付副主幹

北方町総合支所市民サービス課副主幹

兼市民生活係長

北浦町総合支所市民サービス課副主幹

〔福祉保健担当〕

上下水道局業務課副主幹兼営業係長

上下水道局水道課副主幹兼工務係長

市民課管理係専門員

健康増進課健康づくり第2係専門員

土木課用地係専門員

井上和宣

中島満治

工藤幾晴

戸高善明

上杉 勝

竹井由美子

花畑和子

星川千鶴代

丸 岡 忠 裕

矢野信雄

児 玉 栄 代

上 杉 京 子

柳田幸男



上下水道局業務課収納係専門只 児玉 純郎

上下水道局水道課工務係専門員 吉 田 有一 異動総数 442人

上下水道局水道課維持給水係噂門員 黒木 守 内 採用 44人

上下水道局水道課配水係長 川瀬 良一 退職 55人

上下水道局水道課配水係専門只 福田 義人

カルチャープラザのべおか図書館 高楠 聖子 市長部局 254人

図書館サービス係専門員 外 庖 89ム

市民課記録係主査 新 名 清子 343人

島問保育所長・主査 島田 優子

中島保育所長・主査 城戸 智子 0 役職別異動内訳（採用・退職除く）

上下水道局水道課維持給水係主査 河島 一郎 （内昇任）

上下水道局下水道課排水設備係主査 緒方 裕而 部長級 6人 ( 6人）

学校教育課管理係主査 原因 さゆり 部次長級 1 1人 ( 1 0人）

北方町学校給食センター主査 新本まり子 課長級 25人 ( 1 6人）

資源対策課 上杉裕一郎 課次長級 25人 (1 9人）

資源対策課 小山 孝意 課長補佐級 47人 (2 2人）

清掃工場 瀬 口 好文 係長級 52人 (2 3人）

清掃工場 帯谷 尊夫 主査級 42人 (2 5人）

島浦保育所 松田 紀美 一般職員 1 3 5人

健康増進課 河 口 仁美 343人 (1 2 I人）

上下水道局下水道課 上米良 純

議会事務局 村 岡 隆

西階幼稚園 岩永 環

川島小学校 柳田 文生

伊形小学校 玉木江津子
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平成24年度定期人事異動発令（平成24年4月1日） ※ Oは昇任、 （ ）は前職

【部長級】

O市民環涜部長（健康福祉部副参事兼高齢福祉課長）

農林水産部長（北浦町総合支所長）

商工観光部長（市民環境部長）

0都市建設部長（都市建設部副参事兼建築住宅課長）

O上下水道局長（都市建設部副参事兼土木課長）

吉岡武彦

木原一成

根岸正和

甲斐修二

馬 原誠司

危畿管理室長 上ノ原一道

（都市計画課事業管理対策監兼課長補佐〔事務担当〕 ・管理係長）

財政課長（国民健康保険課長） 阿 川 秀敏

納税課長（資源対策課長） 松田 福義

O納税課収納対策監兼課長補佐・納税第2係長 浅野 繁

0会計管理者兼会計課長（総務部副参事兼財政課長）

教育部長兼カルチャープラザのべおか館長

伊東 浩一｜ （市民税課主幹兼課長補佐・市民税第 1係長）

甲斐 享 博 ｜ 国民健康保険課長（市民課長兼南浦支所長） 岩村茂

（教育部長） 市民課長兼南浦支所長（議会事務局次長） 馬見塚保宏

O北浦町総合支所長（北浦町総合支所次長）

O北川町総合支所長（北川町総合支所次長）

岩佐 俊助 I.0市民課業務管理監兼課長補佐・管理係長 厳島さち子

宮 野 豊｜ （市民課主幹兼課長補佐・管理係長）

0生活環境課長 河野裕一

【部次長級】 （生活環境課主幹兼課長補佐・環境保全係長）

O企画部副参事兼企画課長・ 中 村慎二 lo資源対策課長 構図輝男

地方拠点都市地域推進室長・大学推進室長

（企画課長兼地方拠点都市地成推進室長・大学推進室長）

O企画部副参事兼経営政策課長（経営政策課長） 高浜 公普

0総務部副参事兼職員課長（職員課長）

健康福祉部副参事兼高齢福祉課長

（農林水産部副参事兼総合農政課長）

青井雄二

佐藤和郎

0健康福祉部副参事兼健康噌進課長・健康長寿推進室長山部 美津弘

（健康増進課長兼健康長寿推進室長）

0商工観光部副参事兼商業観光課長 宇和田 光洋

（都市計画課長兼花と緑のまちづくり推進室長）

商工観光部副参事兼中心市街地活性化推進室長 野々下博司

（商工観光部副参事兼商業観光課長・中心市街地活性化推進室長）

漬村滋夫

（資源対策課主幹兼課長補佐・リサイクル推進係長）

清掃工場長（清掃工場管理監兼工場長補佐）

0生活福祉課長

（生活福祉課主幹兼課長補佐・保護第2係長）

総合農政課長（監査委員事務局長）

水産課長（納税課長）

都市計画課長兼花と緑のまちづくり推進室長

（保健体育課長兼アスリートタウン推進室長）

土木課長（新悠久苑建設室長）

甲斐奉文

木本光男

中野淳

鉾之原忍

佐 藤 理 洋

山本昌男

O土木課国県事業対策監 甲斐岩美

（土木課主幹兼課長補佐〔技術担当〕・道路維持係長）

0区画整理課事業管理監〔現場事務所担当〕 田中 勝美

（総合農政課主幹兼課長補佐・地籍調査係長）0上下水道局副参事兼業務課長（高速道対策課長）

北方町総合支所次長兼地按振興課長 池 田 秀樹 10建築住宅課長 佐藤宏一郎

（北方町総合支所次長）

0北浦町総合支所次長兼市民サーピス課長

（北浦町総合支所市民サーピス課長）

0北川町総合支所次長兼地蟻娠興課長

（北川町総合支所地域振興課長）

【課長級】

北林照治

小 野貫

（契約管理課主幹兼課長補佐〔技術担当〕）

高速道対策課長（生活福祉課長） 小 田 尚

O上下水道局業務課事業管理監兼課長補佐・収納係長 伊東 範宏

（上下水道局業務課主幹兼営業係長）

O監査委員事務局長 日 高 弘 喜

（総務課主幹兼課長補佐・総務係長・国際交流推進室長補佐）

0議会事務局次長（議会事務局主幹兼議事係長） 宮田 佳司

人権推進課長兼男女共同参画推進室長

（人権推進課長）

斉藤 宗男 10保健体育課長兼アスリートタウン推進室長 高橋 一普

0人権推進課人権推進対策監兼課長補佐・人権推進係長松尾 雅敏

（人権推進課主幹兼課長補佐・人権推進係長）

総務課長兼国際交流推進室長 穴井獄二

（社会教育課長兼カルチャープラザのべおか社会教育センター館長）

（保健体育課主幹兼課長補佐・スポーツ振興係長・

アスリートタウン推進室主幹兼室長補佐）

社会教育課長兼カルチャープラザのべおか社会教育 佐藤 純子

センター館長（市民協働・男女参画課男女参画対策監

兼課長補佐・男女共同参画係長）



カルチャープラザのべおか図書館長

（保健体育課保健給食対策監）

佐 藤賢了

北方教育課長兼カルチャープラザのべおか図書館 甲斐 日出男

北方分館長・北方町学校給食センタ一所長

（北方町総合支所農林課地籍調査対策監兼課長補佐

．農業委員会北方分室農地対策監兼分室長補佐）

建築指導課主幹兼開発指導係長 片伯部光太郎

（区画整理課主幹〔現場事務所担当〕兼課長補佐〔技術担当〕）

0上下水道局下水道課主幹兼建設係長 黒木操文

（上下水道局下水道課副主幹兼建設係長）

農業委員会事務局主幹兼局長補佐・農政係長 竹井礼蔵

（土木課主幹兼課長補佐〔事務担当〕・管理係長）

北浦教育課長兼カルチャープラザのべおか図書館 福島 定治 10北浦教育課主幹兼課長補佐・総務係長・ 川 崎 福 吉

北浦分館長・北浦町学校給食センタ一所長

（北浦教育課長兼北浦町学校給食センタ一所長）

カルチャープラザのべおか図書館北浦分館主幹兼

分館長補佐（北浦教育課長補佐兼総務係長）

【北方町総合支所】 ｜ 【北方町総合支所】

市民サーピス課長（北方町総合支所地減振興課長） 吉 田 道信 10農林課主幹兼課長補佐・農政係長・農業委員会 平川千里

0建設課長兼上下水道局北方分室長 平川 順 一

（北方町総合支所建設課主幹兼課長補佐・土木建策係長・

上下水道局北方分室主幹兼分室長補佐）

【課次長級】

O経営政策課主幹兼課長補佐・市民協働係長

（市民協働・男女参画課副主幹兼市民協働係長）

O男女共同参画推進室主幹兼室長補佐

（市民協働・男女参画課副主幹〔男女参画担当〕）

O契約管理課主幹兼課長補佐〔伎術担当〕

工事契約係長（契約管理課副主幹兼工事契約係長）

O財政課主幹兼財政係長（財政課副主幹兼財政係長）

清掃工場主幹兼工場長補佐・施設係長

（清掃工場主幹兼施設係長）

健康増進課主幹兼課長補佐・総筋係長・

健康長痔推進室付主幹（健康増進課主幹兼課長補佐・

母子保健係長・健康長寿推進室付主幹）

吉岡

中島

永野

有野

工藤

山本

誠次

満治

公教

幾晴

一丸

0健康長寿推進室主幹兼室長補佐

（健康長寿推進室長補佐）

中村誠

都市計画課主幹兼課長補佐〔事君事担当〕・管理係長 松 元 剛

（上下水道局業務課主幹兼課長補佐・収納係長）

O都市計画課主幹兼課長補佐〔技術担当〕 甲斐久敏

街路公園係長・花と緑のまちづくり推進室主幹兼室長補佐

（都市計画課長補佐〔技術担当〕兼街路公園係長・

花と緑のまちづくり推進室長補佐）

0土木課主幹兼課長補佐〔技術担当〕・道路維持係長 日吉 哲也

（土木課目j主幹兼建段第 1係長）

0区画整理課主幹兼課長補佐〔技術担当〕・指導係長 酒井 美記夫

（区画整理課副主幹兼指導係長）
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北方分室主幹兼分室長補佐

（北方町総合支所農林課副主幹兼農政係長）

【北川町総合支所】

0建設課主幹兼課長補佐・上下水道局北川分室主幹 大野憲二郎

兼分室長補佐

mJ11町総合支所建設課長補佐兼上下水道局北川分室長補佐）

【課長補佐級】

企画課副主幹兼広域行政係長（工業振興課副主幹 中田 貴樹

兼企業立地係長・メディカルタウン推進室長補佐）

企画課長補佐兼統計調査係長・地方拠点都市地按 津山 良二

推進室長補佐・大学推進室長補佐

（市民課副主幹兼記録係長・新悠久苑建設室付副主幹）

経営政策課副主幹兼政策推進係長 日高 孝則

（経営政策課長補佐兼政策推進係長）

契約管理課長補佐〔事務担当〕兼物品契約係長 吉田 勝幸

（契約管理課長補佐〔事務担当〕兼用度係長）

新庁舎建設室長補佐〔技術担当〕 伊藤 裕章

〈新庁舎建設室長補佐）

総務課長補佐兼総務係長・国際交流推進室長補佐 後藤 博 文

（総務課副主幹兼文書法規係長）

0市民税課長補佐兼市民税第2係長 甲 斐 哲生

（市民税課市民税第2係長）

O資産税課副主幹兼資産税第 1係長 池田 岳彦

（資産税課資産税第1係長）

納税課副主幹兼特別収納係長 蔵元 勝盛

（納税課長補佐兼特別収納係長）

国民健康保険課副主幹兼納税係長 富永 栄二

（選挙管理委員会事務局長補佐兼選挙係長）



市民課副主幹兼記録係長 高橋 修 議会事務局副主幹兼政策・調査係長 村松 康成

（農業委員会事務局長補佐兼良政係長） （職員課副主幹兼人事係司長）

0生活環境課長補佐兼環境保全係長 安藤 睦行 学校教育課長補佐〔指導担当〕兼指導係長 瀬戸山初博

（生活環境課生活衛生係長兼新悠久苑建設室付係長） 0保健体育課長補佐兼スポーツ娠興係長・アスリート 甲斐 国雄

資源対策課長補佐兼業務係長 上杉 勝 タウン推進室長補佐（国民健康保険課納税係長）

（資源対策課副主幹兼業務係長） O文化課目j主幹兼文化財係長（文化課文化財係長） 山 回 聡

生活福祉課長補佐兼保護第 l係長 甲 斐 義孝 0北方教育課副主幹兼社会教育係長 佐藤 亮子

（生活福祉課副主幹兼保護第 1係長） （北方教育課社会教育係長）

0障がい福祉課目j主幹兼自立支援係長 一湊美智子

（障がい福祉課自立支援係長） 【北方町総合支所】

0健康増進課副主幹兼健康づくり第 1係長・ 茂 美 代 子 市民サービス課副主幹兼福祉保健係長（北方町総合 末永 富雄

健康長寿推進室付副主幹 支所市民サービス課副主幹〔国保年金・生活環境担当〕）

（健康増進課成人保健係長兼健康長寿推進室付係長）

健康増進課副主幹兼健康づくり第2係長・ 竹井由美子 【北浦町総合支所】

健康長寿推進室付副主幹（健康噌進課副主幹兼 0市民サービス課副主幹〔市民生活担当〕 小西 あや

健診指導係長・健康長寿推進室付副主幹） （高齢福祉課高齢者支銭係専門員）

0総合農政課長補佐兼地籍調査係長 佐藤 英男 0市民サービス課副主幹兼介護保険係長 河野 富一

（納税課納税第2係長） （北浦町総合支所水産農林課水産林務係長）

0農山村整備課長補佐兼管理係長（会計課審査係長） 渡 部 久人 建設課長補佐兼土木建築係長 猪股 信彦

土木課長補佐〔事務担当〕兼管理係長 染 矢 俊二 （北浦町総合支所建設課副主幹兼土木建築係長）

（農山村整備課長補佐兼管理係長）

土木課副主幹兼建設第 l係長 赤木 情 明 【北Jll町総合支所】

（建築指導課副主幹兼開発指導係長） 市民サーピス課長補佐 原因 義浩

0高速道対策課長補佐兼用地係長 花 田 好文 （北川町総合支所市民サーピス課副主幹〔市民生活担当〕）

（高速道対策課建設推進係長）

0上下水道局業務課副主幹兼営業係長 丸 岡 忠裕 【係長級】

（建築住宅課住宅係長） 0企画課統計調査係専門員（企画課統計調査係主査） 柳田 寛美

0上下水道局水道課副主幹兼計画係長 構 図 克弘 0男女共同参画推進室専門員 野々桓民由美

（上下水道局水道課計画係長） （生活環境課生活衛生係主査）

0上下水道局水道課副主幹兼工務係長 矢野 信雄 0情報管理課運用管理係専門員 山 口 一彦

（上下水道局水道課工務係長） （情報管理課運用管理係主査）

0上下水道局下水道課副主幹兼施設係長 黒木 幸喜 0契約管理課工事契約係専門員 工藤 俊一

（上下水道局下水道課施設係長） （建築指導課審査係主査）

0上下水道局北方分室長補佐兼上下水道係長・北方町 原 修 司 新庁舎建設室長補佐〔事務担当〕 吉岡 修

総合支所建設課長補佐（上下水道局北方分室上下水道係長） （企画課広威行政係長）

上下水道局北浦分室長補佐兼上下水道係長 堀井 直弘 O総務課文書法規係長（総務課文書法規係主査） 松田 康寿

（企画課長補佐兼統計調査係長・地方拠点都市地按 O職員課人事係長（総務課総務係主査） 富岡 忠仲

推進室長補佐・大学推進室長補佐） 0市民税課市民税第 l係長 日 高 寛

会計課副主幹兼審査係長 中村 文彦 （市民税課市民税第 1係主査）

（北浦町総合支所市民サービス課副主幹兼介護保険係長） 0資産税課資産税第 1係専門員 日高 範孝

議会事務局副主幹兼議事係長 稲村 斎 （資産税課資産税第 l係主査）

（議会事務局副主幹兼政策・調査係長）
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0資産税課資産税第2係専門員 窪田 了子 上下水道局下水道諜排水設備係専門貝 太田尾卓雄

（資産税課資産税第2係主査） （区画整理課指導係専門員）

O資産税課資産税第2係専門員 茂 型也 選挙管理委員会事務局長補佐兼選挙係長 神崎誠一郎

（資産税課資産税第2係主査） （北浦町総合支所地ほ振興課地域振興係長）

生活環境課生活衛生係長（新悠久苑建設室長補佐） 赤木 繁男 0監査委員事務局監査係専門員 小田 浩二

生活環境課生活衛生係専門員 問中 芳典 （監査委員事務局監査係主査）

（農林畜産課畜産係専門員） 0議会事務局政策・調査係専門員 黒田憲二郎

0資源対策課リサイクル推進係長 山本 康二 （議会事務局政策・調査係主査）

（資源対策課業務係主査） カルチャープラザのぺおか図書館管理係専門員 松尾美都子

0清掃工場施設係専門員（清掃工場施設係主査） 黒 木 克美 （契約管理課用度係専門員）

0高齢福祉課介護保険係長 吉田 光成

（上下水道局下水道課建設係主査） 【北方町総合支所】

生活福祉課保護第2係長 三星 智 市民サービス課税務係長 田島 栄子

（生活福祉課保護第3係専門員） （北方町総合支所市民サーピス課税務係専門員）

0健康増進課総務係専門員 志道 里香 農林課農政係専門員（農林畜産課林政係専門員） 柳田 仲晃

（健康増進課母子保健係主査） 建設課土木建築係長（土木課管理係専門員） 吉永 安秀

健康増進課健康づくり第 l係専門員 摘 久美

（健康培進課母子保健係専門員） 【北浦町総合支所】

0健康増進課健康づくり第2係専門員 上杉 京子 0地域娠興課地域振興係長 戸高 智穂

（健康増進課健診指導係主査） （市民協働・男女参画課市民協働係主査）

商業観光課商業振興係長兼中心市街地活性化推進 河野 修 水産農林課水産林務係長 児島 利久

室長補佐〔事務担当〕 （商業観光課商業娠興係長兼 （北浦町総合支所水産農林課農村整備係専門員）

中心市街地活性化推進室長補佐）

0商業観光課商業銀興係専門員兼中心市街地活性化 山本 直美 【北川町総合支所】

推進室付専門員（商業観光課商業銀興係主査） 0市民サービス課市民生活係長 黒木 幹生

0中心市街地活性化推進室長補佐〔技術担当〕 羽田 克広 （保健体育課スポーツ振興係主査）

（中心市街地活性化推進室主査）

工業銀興課企業立地係長兼メディカルタウン 佐藤 欣司 【主査級】

推進室長補佐（メデイカルタウン推進室専門員） 0経営政策課政策推進係主査（経営政策課） 早瀬誠一郎

0土木楳用地係専門員（高速道対策課用地係主査） 仰回 幸男 0総務課総務係主査（総蕗課） 安田 貴久

0区画整理課事業係専門員（区画整理課事業係主査） 回 上 誠 0職員課人事係主査（職員課） 長友 武彦

建築住宅課住宅係長（高齢福祉課介護保険係長） 栗田 哲郎 納税課納税第2係主査（納税課特別収納係主査） 堀 川 裕費

0建築住宅課住宅係専門員（建築住宅課住宅係主査） 蘇 政春 市民課記録係主査（こども家庭課こども家庭係主査） 堀 田 宗範

高速道対策課建段推進係長 岩瀬 浩二 清掃工場管理係主査（区画整理課事業係主査） 矢野 泰章

（高速道対策課建設推進係専門員） 0生活福祉課保護第2係主査（区画整理課） 石井 一 成

0上下水道局業務課収納係専門員 児玉 純郎 生活福祉課保護第3係主査 池 田 元洋

（上下水道局業務課収納係主査） 〈新最終処分場建設室主査）

0上下水道局業務課収納係専門員 広瀬 政春 健康増進謀総務係主査 蘇山 佳江

〈上下水道局業務課収納係主査） （健康長寿推進室主査兼健康増進課付主査）

0上下水道局下水道課建設係専門員 桑原 修己 健康増進課健康づくり第 l係主査 熊谷菜穂子

（上下水道局下水道課建設係主査） （健康増進課成人保健係主査）

0健康増進課健康づくり第 1係主査（健康増進課） 緒方 由美
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0健康長寿推進室主査 中田 雅美 【一般職員】

（北浦町総合支所市民サーピス課） 企画課（商業観光課） 伊藤 弘人

0健康長寿推進室主査（健康長寿推進室） 贋瀬 勝久 JI （国土交通省派遣研修） 甲斐 章倍

0地峨医療対策室主査（地域医療対策室） 山 内 敏信 経営政策課（上下水道局業務課） 長友 君人

0総合農政課地籍調査係主査（総合農政課） 吉 田 裕一 JI （市民協働・男女参画課） 松田健太朗

0都市計画課計画係主査（都市計画課） 甲斐 敏弘 JI （北方町総合支所地成振興課） 兼森 大 樹

0土木課建設第 1係主査（土木課） 甲斐 照生 人権推進課（文化課） 松岡．直子． 
0土木課道路維持係主査（土木課） 林 田 幸夫 契約管理課（市民税課） 冨岡 美保

0土木課道路維持係主査（土木課） 佐藤 浩司 II （土木課） 山口 重樹

0区画整理課指導係主査（区画整理課） 瀧本 博文 新庁舎建設室（建築住宅課） 安藤 貴明

0区画整理課指導係主査（区画整理課） 有馬 欣晋 総務課（中心市街地活性化推進室） 海老原 望

区画整理課事業係主査 黒木 貞幸 II （北方町総合支所地斌娠興課） 友田美智子

（上下水道局業務課収納係主査） II （国民健康保険課） 伊東祐一郎

0建築住宅課工務係主査（建築住宅課） 浜 口 英章 危畿管理室（消防本部通信指令課） 高岡 誠司

高速道対策課建設推進係主査 小谷 元昭 II （北川町総合支所建設課） 中村 雄二

（北Jll町総合支所地域鋸興課総務防災係主査） 職員課（情報管理課） 克玉 城

0上下水道局業務課総務係主査（上下水道局業務課） 木下 次代 II （生活福祉課） 戸高 広道

0上下水道局業務課営業係主査（上下水道局業務課） 山 口 雄司 職員課付（工業娠興課） 宮田 博徳

0上下水道局水道課工務係主査（都市計画課） 松下 典生 宮崎県派遣研修（農林畜産課） 高橋 泰成

0上下水道局水道課維持給水係主査 久 宮 康伸 民間企業派遣研修（高齢福祉課） 甲 斐 聡

（上下水道局水道課） 管財課（清掃工場） 下回餓次郎

0上下水道局水道課維持給水係主査 河島 一郎 財政課（北浦町総合支所地減振興課） 江 Jll 智絵

（上下水道局水道課） II （納税課） 岡田 哲也

上下水道局水道課維持給水係主査 宮高 俊 明 市民税課（消防本部警防課） 市場 誠章

（生活福祉課保護第2係主査） II （陣がい福祉鯨） 松田 竜克

上下水道局下水道課排水設備係主査 浜松 尚己 資産税課（北方町総合支所市民サーピス課） 海老原丈聡

（カルチャープラザのべおか図書館管理係主査） 納税課（地域医療対策室） 川本 真也

0議会事務局議事係主査（議会事務局） 福島 昌宏 II （生活福祉課） 工藤 髄次

0保健体育課スポーツ娠興係主査（保健体育課） 高橋 一朗 II （国民健康保険課） 積 田 奈緒

文化課文化振興係主査（高齢福祉課介護保険係主査） 阿部 洋子 国民健康保険課（保健体育課） 吉留由美子

0北方町学校給食センター主査 新本まり子 ’』 （農林畜産課） 白石 晴紀

（北方町学校給食センター） II （こども家庭課） 吉 田 美紀

北浦教育課社会教育係主査 中村建次郎 S』 （議会事筋局） 佐保 有香

（生活環境課環境保全係主査） II 〈生活福祉課） 日高 章裕

II （北川町総合支所市民サーピス課） 森 誠憲

【北方町総合支所】 II （市民課） 甲斐瑛美子

市民サービス課市民生活係主査 甲斐 芳正 市民課（資産税課） 林 田 雄一

（北方町総合支所市民サービス課福祉保健係主査） II （資源対策課） 伊東 晃弘

O農林課林政係主査（北方町総合支所農林課） 野 挙 東海支所（市民課） 古 川 幸代

島浦支所（会計課） 赤星 光昭

生活環境課（保健体育課） 日高 弘子

II （北方町総合支所建設課） 松木 良祐
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資源対策課（区画整理課）

II （土木課）

清掃工場（資源対策課）

新置終処分場建設室（上下水道局下水道課）

高齢福祉課（商業観光課）

II （島浦支所）

II （国民健康保険課）

II （職員課）

生活福祉課（北Jll教育課）

II （納税課）

II （高速道対策課）

II （国民健康保険課）

こども家庭課（学校教育課）

II （市民課）

陣がい福祉課（商業観光課）

健康増進課（国民健康保険課）

地按医療対策室（職員課）

総合農政課（北川町総合支所農林課）

II （資産税課）

農林畜産課（北浦町総合支所市民サーピス課）

II （財政課）

II （土木課）

農山村整備課（土木課）

水産課（職員課付）

商業観光課（企画課）

II （民間企業）

中心市街地活性化推進室（契約管理課）

工業振興課（民間企業派遣研修）

II （民間企業）

メディカルタウン推進室（経済産業省派遣研修｝

メディカルタウン推進室付・経済産業省派遣研修

（企画課）

都市計画課（清掃工場）

土木課（農山村整備課）

II （北方町総合支所農林課）

II （北川町総合支所農林課）

区画整理課（土木課）

上下水道局業務課（上下水道局水道課）

上下水道局水道課（上下水道局下水道課）

II （北浦町総合支所建設課）

上下水道局下水道線（上下水道局水道課）

II （北方町総合支所農林課）

谷川功一

甲~・司

長 友法憲

上杉拓巳

梶本寛

志田尚之

福宮香織

日高菜保子

緒方慎一

柳田竜則

野尻大輔

黒木康二

億藤俊英

戸高祐樹

松田英縞

夏田美由紀

春山貴嗣

赤木利克

福滞竜 太郎

松岡哲之

新名美代子

山 田宏樹

桑原純

川井田弘子

杉田清志

藤原賢太

見附正嗣

矢 野健 太郎

加藤孝志

杉本賢治郎

小野敬通

藤川直也

持原亜季

山内大輔

甲斐隆嗣

深困撲岐

橘 ー海

中野優

黒木紀行

林田正春

亀井義幸
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上下水道局下水道課（新悠久苑建設室）

II （財政課）

会計課 （総務課）

選挙管理委員会事務局（高齢福祉課）

監査委員事務局（高齢福祉課）

議会事務局（納税課）

学校教育課（経営政策課）

保健体育課（市民課）

II （社会教育課）

II （国民健康保険課）

社会教育課（こども家庭課）

北川教育課（健康増進課）

消防本部警防課（上下水道局水道課）

【北方町総合支所】

地紙振興課（総合農政課）

市民サービス課（納税課）

II （障がい福祉課）

農林課（土木課）

建設課（総合農政課）

【北浦町総合支所】

市民サービス課（北浦教育課）

II （北浦幼稚園）

水産農林課（北浦町総合支所市民サーピス課）

II （総合農政課）

建霞課（上下水道局北浦分室）

II （土木課）

【北川町総合支所】

市民サァピス課（国民健康保険課）

農林課（農林畜産課）

II （鹿山村整備課）

建設課（上下水道局下水道課）

【異動数 300人】

太田隆裕

康島康行

甲斐史恵

川崎聖子

長友美由希

加行優子

黒 木 克 幸

今津朋子

志道政彦

長浜樹里

染矢博文

工康裕子

柳田利夫

甲斐啓二

緒方基信

初鹿礼佳

甲斐慎一朗

玉置和馬

太田尾峰子

日高美智子

松井富久美

西 村 武 志

水田克典

諸関俳人

嫁本竜一

長友孝弘

伊藤泰明

佐藤規格



（保育所等施設職員異動）

0土々呂保育所長・主査（棋院保育園）

O恒富保育所長・主査（長井保育所）

0東保育所長・主査（川中保育所）

中島保育所長・主査（東保育所）

棋峰保育園長・主査（土々呂保育所）

O長井保育所長・主査（山下児童館）

川｜中保育所長（川中保育所）

山下児童館長（恒富保育所）

中島児童館長（島浦保育所）

山下保育所（恒富保育所）

II （恒富保育所）

川中保育所（山下保育所）

土々呂保育所（島澗保育所）

恒富保育所（山下保育所）

II (}fl中保育所）

II （東保育所）

II （東保育所）

II （土々呂保育所）

東保育所（中島保育所）

II （恒富保育所）

島浦保育所（中島児童館）

II （長井保育所）

中島保育所（償峰保育園）

II （土々呂保育所）

楓峰保育園（中島保育所）

長井保育所（東保育所）

佐藤美恵子

曽根崎明子

河野 成美

械戸 智子

長田みどり

日吉 信子

吉田 直子

甲斐 好美

阿部 美紀

柳瀬 保子

黒木 りさ

前田 美月

矢野 宮代

山本千菰子

滞野 礼子

渡遺 紀美 代

市田 恵美 子

黒木 典子

大久 保麻 紀

内田 由美子

松田 紀美

赤木 裕美

甲斐留利子

松田 有紀

年森 有里

高島 嫡子

【異動数 26人】

（幼稚国教諭）

教委・総務課付（北浦幼稚園） 猪股さよみ

（学校技術員）

ーヶ岡小学校（土々呂中学校） 橋倉 繁 樹

（学校調理士等）

岡宮小学校（南小学校）

南小学校（伊形小学校）

II （東海東小学校）

土々呂小学校（伊形小学校）

伊形小学校（東海東小学校）

谷本ひろみ

佐藤喜代美

丸本 容 子

甲 斐文子

玉木江津子

伊形小学校（岡宮小学校）

東海東小学校（土々呂小学校）

子

．

美

子

市

紀

里

1

由

真

野

崎

長

藤

児

末

II （南小学校）

【異動数 I 0人】
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平成24年4月1日付 新規採用職只 37人 都市建設部長 甲斐 洋吉

資産税課 甲斐 伊 織 北川町総合支所長 甲斐 陸央

納税課 原田 剛志 上下水道局長 富山 敏美

国民健康保険課 田中 大介 会計管理者兼会計課長 西 哲郎

II 一様健史朗 企画部副参事兼市民協働・男女参画課長 太田 索－

市民課 中山 晃喜 総務部回j参事兼総務課長・国際交流推進室長 甲斐 政二

資源対策課 黒木 慎吾 農林水産部副参事兼水産課長 山 崎 宏

II 小 )II 洋亨 上下水道局副参事兼業務課長 高久宏一郎

II 黒島 鹿 カルチャーゾーン担当副参事兼カルチャープラザ 九鬼 ・勉

高齢福祉課 深川 典嗣 のべおか館長・図書館長

II 村崎 夏実 危畿管理室長 小島 章一

生活福祉課 井 上 堅 士 郎 生活環境課長 今村 敦美

こども家庭課 桶幽絵理菜 清掃工場長 林田 和賞

陣がい福祉課 鈴木 良平 都市計画課国県事業対策監 吉田 恭松

総合農政課 滑武 泰 成 北方町総合支所市民サービス課長 古谷 栄一

農林畜産課 満 木 佑 一 郎 北方町総合支所建設課長兼上下水道局北方分室長 酒井 修

農山村整備課 安在 博亮 北方教育課長兼カルチャープラザのペおか図書館 大村 望

商業観光課 寺原 一崇 北方分館長・北方町学校給食センタ一所長

II 牧瀬 健吾 北浦町総合支所建設課主幹兼課長補佐・上干水道局 脇腹 光則

土木課 黒木 靖高 北浦分室主幹兼分室長補佐・上下水道係長

，， 福石 桂治 北川町総合支所市民サービス課主幹兼課長補佐・ 井本 典昭

II 兼松優太郎 市民生活係長

II 中田 拓磨 人権推進課副主幹〔人権担当〕 岩村 菊代

区画整理課 小島 与弥 高速道対策課長補佐兼用地係長 高 田 健一

建築住宅課 柴 田 実 北方町総合支所市民サービス課副主幹兼税務係長 山内 邦子

II 熊埜御堂啓佑 北方町総合支所市民サービス課副主幹 因遺 睦美

II 柳田 晃広 兼福祉保健係長

建築指導課 後藤 飽彦 北浦町総合支所市民サービス課副主幹 山 口 孝子

高速道対策課 渡遁 友貴 〔市民生活担当〕

上下水道局業務課 須本慎一郎 北浦町総合支所市民サービス課副主幹 米国 藤乃

会計課 中谷 祐介 〔福祉保健担当〕

図書館 庄子 紗代 カルチャープラザのべおか図書館管理係専門員 大村 恵子

II 宮井 一帆 カルチャープラザのべおか図書館 河野 孝子

北方町総合支所地法鋸興課 荒巻 慧 図書館サーピス係専門員

北浦町総合支所地域娠興課 川西 宏和 国民健康保険課賦課係主査 黒木 リツ子

北川町総合支所地蟻振興課 深田 開j司 東海支所主査 田中 良一

川中保育所 押川 杏奈 恒富保育所長・主査 松本まゆみ

土々呂保育所 糸田 優希 中島保育所長・主査 甲斐 純子

北方町総合支所市民サービス課福祉保健係主査 吉岡いつ子

平成24年3月3I日付 退職者 52人 上下水道局下水道標排水設備係主査 山田 国利

農林水産部長 浦田 正 一 上下水道局下水道課施設係主査 長友 政宣

商工観光部長 甲斐 隆 治 幼児ことばの教室主査 首藤 邦子

8 



カルチャープラザのべおか図書館 池 田 次郎

図書館サーピス係主査

管財課 佐藤 康博

管財課 児玉 和雄

資源対策課 田中 耕一

資源対策課 黒木 良一

健康増進課 野高 IVJ美

健康明進課 赤木由香理

上下水道局水道課 戸田 義孝

岡宮小学校 尾形 藤子

恒宮小学校 大野 史郎

南小学校 花倉由美子

ーヶ岡小学校 新名 達夫

岡宮中学校 甲斐 三春

旭中学校 渡部 利一

カルチャープラザのべおか図書館 前田美千代

カルチャープラザのべおか図書館 安田知佐子

異動総数 425人

内 採用 37人

退職 52人

市長部局 263人

外 島 73ム

336人

0 役職別異動内訳（採用・退職除く）

（内昇任）

部長級 9人 6人）

部次長級 l I人 ( 8人）

課長級 32人 (I 4人）

課次長級 l 7人 (I 2人）

課長補佐級 40人 (1 8人）

係長級 43人 (2 7人）

主査級 44人 (2 9人）

一般駿員 I 4 0人

336人 (I I 4人）
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平成23年度定期人事異動発令（平成23年4月1日） ※ Oは昇任、 （ ）は前職

【部長級】

O企画部長（企画部副参事兼企画課長・地方拠点都市 黒 木 清

地成推進室長・大学推進室長）

0会計管理者兼会計課長（北浦町総合支所次長）

O北方町総合支所長（北方町総合支所次長）

【部次長級】

西 哲郎

高見和嗣郎

新悠久苑建設室長

（新悠久苑建設室建設対策監兼室長補佐）

資源対策課長（北川町総合支所税務課長）

生活福祉課長（北浦町総合支所税務課長）

山 本 昌 男

松田福義

小田尚

障がい福祉課長 中須恒孝

（高齢福祉課高齢者支援対策監兼課長補佐・高齢者支盤係長）

O企画部副参事兼情報管理課長（情報管理課長）

市民環境部副参事兼クリーンセンタ一所長

山本 武之 10陣がい福祉課障がい福祉対策監兼課長補佐・ 田村泉

安本潤ー

（市民環境部副参事兼資源対策課長）

0農林水産部副参事兼総合農政課長（総合農政課長） 佐藤 和郎

O農林水産部副参事兼水産課長（水産課長） 山 崎 宏

0商工観光部副参事兼商業観光課長・ 野々下博司

中心市街地活性化推進室長

（商業観光課長兼中心市街地活性化推進室長）

0都市建設部副参事兼土木課長（契約管理課長） 馬原 誠司

都市建設部副参事兼建築住宅課長 甲斐修二

（都市建設部副参事兼建築指導課長）

0上下水道局副参事兼業務課長（上下水道局業務課長） 高久 宏一郎

O選挙管理委員会事務局副参事兼事務局長 松本 良一

陣がい福祉係長（陣がい福祉課主幹兼課長補佐・障がい福祉係長）

農山村整備課長兼広域農道整備事業推進対策室長 原田 誠三

（高速道対策課クレアパーク整備対策監兼課長補佐）

工業振興課長兼メデイカルタウン推進室長 高久 昌一

（工業振興課長）

都市計画課長兼花と緑のまちづくり推進室長 宇和田光洋

（高速道対策課長）

0都市計画課事業管理対策監兼課長補佐 上ノ原一道

〔事務担当〕・管理係長

（土木課主幹兼課長補佐〔事務担当〕 ・管理係長）

建築指導課長 田中文靖

（農山村整備課長兼広成農道整備事業推進対策室長）

高速道対策課長（市民課長兼南浦支所長）（選挙管理委員会事務局長）

O北方町総合支所次長 池田 秀樹 10監査委員事務局長

憤村滋夫

中野淳

（都市計画課長兼花と緑のまちづくり推進室長）

O北浦町総合支所次長（生活福祉課長）

【課長級】

岩佐俊助

企画課長兼地方拠点都市地減推進室長・大学 中村 慎二

推進室長（経営政策課長）

経営政策課長（教養・総務課長） 高浜 公善

O市民協働・男女参画課男女参画対策監兼課長補佐・ 佐藤 純子

男女共同参画係長

（市民協働・男女参画課主幹兼課長補佐・男女共同参画係長）

O契約管理課長 福 永 秀 樹

（契約管理課主幹兼課長補佐〔妓術担当〕）

0新庁舎建設室長

（企画課主幹兼課長補佐・企画調整係長・

地方拠点都市地成推進室長補佐・大学推進室長補佐）

危畿管理室長（防災推進室長）

市民税課長（北川町総合支所福祉保健課長）

市民課長兼南浦支所長（障がい福祉課長）

浜 松 泰 宏

小島 章 一

米 国 安 壮

岩村茂

（監査委員事務局主幹兼局長補佐・監査係長）

農業委員会事務局長（北方町総合支所市民生活課長）緒方 尚志

O教委・総務課長 上団員二

（総務課主幹兼課長補佐・総務係長・国際交流推進室長補佐）

学校教育課長（宮崎県教育委員会・財光寺小学校長）橋本 恨朗

O社会教育課長兼カルチャープラザのペおか 穴井 誠二

社会教育センター館長〈社会教育課主幹策課長補佐・社会教育係長）

文化課長 佐藤憲史

（国民健康保険課付課長〔宮崎県後期高齢者医療

広続適合事務局派遣〕）

【北方町総合支所】

市民サーピス課長（福祉保健課長）

農林課地籍調査対策監兼課長補佐・

農業委員会北方分室農地対策監兼分室長補佐

（農林課農村振興対策監兼地籍調査係長）

O建設課長兼上下水道局北方分室長

（農林課主幹兼課長補佐・農村整備係長・林政係長）

古谷栄一

甲斐日出男

酒井 修



【北浦町総合支所】 O会計課主幹兼課長補佐・出納係長 野下美智江

地按娠興課長（市民生活課長） 内田 千博 （会計課副主幹兼出納係長）

市民サービス課長（国民健康保険北浦診疫所事務長） 北林 照 治 カルチャープラザのべおか図書館主幹兼館長補佐・ 宮田 喜夫

0水産農林課長兼農業委員会北浦分室長 長瀬 建策 図書館サービス係長

（地践振興課主幹兼課長補佐・総務防災係長） （カルチャープラザのぺおか図書館主幹兼館長補佐・管理係長）

【北川町総合支所】 【北方町総合支所】

市民サービス課長（市民生活課長） 伊藤 信幸 0建設課主幹兼課長補佐・土木建築係長・上下水道局 平川 願一

北方分室主幹兼分室長補佐

【課次長級】 （建設課長補佐兼土木建築係長・上下水道局北方分室長補佐）

0契約管理課主幹兼課長補佐〔技術担当〕 佐藤宏一郎

（契約管理課副主幹兼工事契約係長） 【北浦町総合支所】

総務課主幹兼課長補佐・総務係長・ 日高 弘喜 O市民サーピス課主幹兼課長補佐・福祉保健係長 戸高 善明

国際交流推進室長補佐（会計課主幹兼課長補佐・審査係長） （福祉保健課長補佐兼福祉係長）

0危機管理室主幹兼室長補佐（防災推進室長補佐） 小村 周司 建設課主幹兼課長補佐・上下水道局北浦分室主幹兼 脇板 光則

財政課主幹兼課長補佐・財務調査係長 後藤 誌宜 分室長補佐・上下水道係長

（都市計画課主幹兼課長補佐〔事務担当〕・管理係長） （上下水道局北浦分室主幹兼分室長補佐・北浦

0市民税課主幹兼課長補佐・市民税第 l係長 浅野 繁 上下水道係長・建設課主幹兼課長補佐）

（市民税課長補佐兼市民税第 l係長）

市民課主幹兼課長補佐・管理係長 藤島さち子 【北川町総合支所】

（市民課主幹兼課長補佐・窓口係長） 地域振興課主幹兼課長補佐・総務防災係長 安藤 俊則

高齢福祉課主幹兼課長補佐・総務係長 友滑 明俊 （地域振興課主幹兼課長補佐・総務防災係長・出納管理係長）

〈高齢福祉課主幹兼総務係長） 市民サービス課主幹兼課長補佐・市民生活係長 井本 典昭

0健康増進課主幹兼課長補佐・母子保健係長・ 山本 一丸 （市民生活課主幹兼課長補佐・国保年金係長・生活環境係長）

健康長寿推進室付主幹（健康増進課長補佐兼母子保健係長）

商業観光課主幹兼課長補佐 本庄 俊博 【課長補佐級】

（商業観光課主幹兼課長補佐・観光物産係長・ 企画課長補佐兼統計調査係長・地方拠点都市 堀井 直弘

中心市街地活性化推進室主幹・室長補佐） 地域推進室長補佐・大学推進室長補佐

土木課主幹兼課長補佐〔事務担当〕・管理係長 竹井 礼蔵 （企画課副主幹兼統計調査係長）

（納税課主幹兼課長補佐・管理係長） 0経営政策課副主幹兼広報広聴係長 柳田秀一郎

O土木課主幹兼課長補佐〔技術担当〕・道路維持係長 甲斐 岩美 （納税課納税第2係長）

（土木課長補佐〔技術担当〕兼道路維持係長） 市民協働・男女参画課副主幹兼市民協働係長 吉岡 誠次

0区画整理課主幹兼課長補佐〔事務担当〕・管理係長 村田 賢一 （北方町総合支所地按振興課長補佐兼総務防災係長・地按振興係長）

（区画整理課長補佐〔事務担当〕兼管理係長） 0市民協働・男女参画課副主幹〔男女参画担当〕 中島 満治

0建築指導課主幹兼課長補佐 小野 正勝 （市民協働・男女参画課男女共同参画係専門員）

（建築住宅課長補佐兼鮫備係長） 契約管理課長補佐〔事務担当〕兼用度係長 吉田 跨幸

0上下水道局業務課主幹兼営業係長 伊東 範宏 （管財課長補佐兼管理係長）

（上下水道局業務課副主幹兼営業係長） 契約管理課副主幹兼工事契約係長 永野 浩

0上下水道局水道課主幹兼課長補佐・維持給水係長 吉田 正明 mm町総合支所農林課副主幹兼農村整備係長）

（上下水道局水道課長補佐兼配水係長） 新庁舎建設室長補佐（建築指導課長補佐兼審査係長） 伊藤 裕章

0上下水道局下水道課主幹兼課長補佐・排水設備係長 窪田 保 危機管理室副主幹〔危機管理担当〕 岩切 光司

（土木課副主幹兼建設第2係長） （防災推進室副主幹〔防災担当〕）
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管財課長純佐兼管理係長 松崎 祥夫 文化課長補佐兼文化仮興係長 鵜島 孝幸

（契約管理課長補佐〔事務担当〕兼用度係長） （経営政策課副主幹兼広報広聴係長）

財政課副主幹兼財政係長（財政課長補佐兼財政係長） 有野 公教 カルチャープラザのべおか図書館副主幹兼管理係長 木下 温志

O納税課長補佐兼特別収納係長（納税課特別収納係長） 蔵元 勝盛 （市民課副主幹兼管理係長）

国民健康保険課長補佐兼総務係長 小中谷 美利 北方教育課長補佐兼総務係長・ 繍山 陽一

（国民健康保険課副主幹兼賦課係長） カルチャープラザのぺおか図書館北方分館長補佐

市民課副主幹兼窓口係長 稲葉 英夫 （北方教育課長補佐兼社会教育係長・

（市民課副主幹兼島浦支所長） カルチャープラザのべおか図書館北方分館長補佐）

市民課副主幹兼伊形支所長 前山 昌俊

（こども家庭課長補佐兼保育係長） 【北方町総合支所】

O資源対策課副主幹兼業務係長（資源対策課業務係長） 上 杉 勝 地成仮興課長補佐兼総務防災係長 甲斐喜代志

清掃工場副主幹兼管理係長 田口 哲郎 （農林課副主幹兼農政係長・農業委員会北方分室長補佐）

（市民協働・男女参画課副主幹兼市民協働係長） 市民サーピス課長補佐兼介護保険係長 鬼啄 重敏

。生活福祉課副主幹兼保護第 l係長 甲斐 義孝 （福祉保健課長補佐兼福祉係長・保健係長・介護保険係長）

（生活福祉課保護第 l係長） 市民サーピス課副主幹〔国保年金・生活環境担当〕 末永 富雄

0こども家庭課長補佐兼保育係長 三浦 健 （農業委員会事務局副主幹兼農地係長）

（こども家庭課こども家庭係長） 市民サービス課副主幹兼税務係長 山内 邦子

0農林畜産課副主幹兼農産園芸係長 橋 口 昌 義 （税務課長補佐兼税務係長）

（農林畜産課農産園芸係長） 市民サーピス課副主幹兼市民生活係長 花畑 和子

0農山村整備課長補佐兼管理係長 染矢 俊二 （市民生活課副主幹兼市民係長）

（農山村整備課管理係長） 市民サーピス課副主幹兼福祉保健係長 田遺 陸美

商業観光課副主幹兼観光物産係長 熊谷 俊一 （市民生活課長補佐兼国保年金係長・生活環境係長）

（国民健康保険課長補佐兼総務係長） O農林課副主幹兼農政係長（農林課農村振興係長） 平川 千里

0工業銀興課副主幹兼企業立地係長・ 中田 貴樹 0農林課副主幹兼農村整備係長 ．江 Jll 博 司

メディカルタウン推進室長補佐（工業振興課企業立地係長） （上下水道局下水道課排水設備係長）

O土木課副主幹兼用地係長（土木課用地係長） 甲斐 茂雄

土木課副主幹兼建叡第2係長 福 良 剛 【北浦町総合支所】

（農山村整備課長補佐兼基盤整備係長） 地減娠興課長補佐兼総務防災係長 西 繁

0建築住宅課長補佐兼工務係長（建築住宅課工務係長） 中械 誠児 （地峨振興課副主幹兼地峨振興係長）

O高速道対策課長補佐兼用地係長 高田 健一 市民サーピス課副主幹〔市民生活担当〕 山口 孝子

（高速道対策課用地係長） （地成娠興課副主幹兼出納管理係長）

0上下水道局下水道課副主幹兼計画係長 甲斐 義人 0市民サービス課副主幹〔市民生活担当〕 工藤 定子

（上下水道局下水道課計画係長） （市民生活課国保年金係長）

上下水道局下水道課副主幹兼建設係長 黒木 録文 市民サービス課副主幹〔福祉保健担当〕 米国 藤乃

（上下水道局下水道課長補佐兼建設係長） （福祉保健課副主幹兼保健係長）

監査香員事務局長補佐兼監査係長 高村 英生 市民サービス課副主幹〔福祉保健担当〕 星川千鶴代

（議会事務局副主幹兼総務係長） （国民健康保険北浦診療所副主幹兼看護係長）

0謹会事務局副主幹兼政策・調査係長 稲村 斎 市民サービス課副主幹兼税務係長 佐藤 勲

（議会事務局政策・調査係長） （税務課長補佐兼税務係長）

社会教育課長補佐兼社会教育センタ一事業係長 伊東 優 市民サーピス課副主幹兼市民生活係長 木原 章男

（文化課長補佐兼文化娠興係長） （市民生活課長補佐兼生活環境係長）
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市民サービス課副主幹兼介護保険係長 中村 文彦 農林苗産課林政係専門員（管財課財産係専門員） 水野 伸朗

（国民飽康保険北浦診療所事務長補佐兼管理係長） 0農林高産課畜産係専門員（農林畜産課畜産係主査） 田中 芳典

良山村整備課基盤整備係長 加行 良光

【北川町総合支所】 （良山村整備課基盤整備係専門員）

地成振興課副主幹〔地成振興担当〕 工藤 浩 樹 商業観光課商業振興係長兼 河 野 修

（地域娠興課副主幹兼地峨振興係長） 中心市街地活性化推進室長補佐（商業観光課商業振興係長）

市民サービス課副主幹〔市民生活担当〕 原因 義浩 メディカルタウン推進室専門員 佐藤 欣司

（市民生活課副主幹兼市民係長） （工業娠興課企業立地係専門員〔メディカルタウン担当〕）

市民サーピス課副主幹兼福祉保健係長 井本 成夫 0土木課管理係専門只（土木課管理係主査） 吉永 安秀

（福祉保健課長補佐兼福祉係長） 建築住宅課住宅係長（建築住宅課住宅係専門員） 丸岡 忠裕

農林課長補佐兼林政係長・農業委員会 績 山 吉 弥 建築住宅課設備係長（建築住宅課設備係専門員） 甲 斐 宝

北川分室長補佐 建築住宅課設備係専門員 菊池 新吾

（農林課長補佐兼農政係長・農村振興係長・ （建築指導課開発指導係専門員）

農業委員会北川分室長補佐） 0建築指導課審査係長（建築指導課審査係主査） 角野 文紀

農林課副主幹〔農政担当〕 一宮 情 0高速道対策課用地係専門員 金 丸 誠

（税務課長補佐兼税務係長） （高速道対策課用地係主査）

建設課長補佐兼上下水道局北川分室長補佐 大野憲二郎 上下水道局水道課計画係長 構図 克弘

（建設課長補佐兼土木建築係長・上下水道局 （上下水道局水道課工務係長）

北川分室長補佐・北川水道係長） 上下水道局水道課計画係専門員 松田 裕次

（上下水道局水道課給水係専門員）

【係長級】 上下水道局水道課工務係長 矢野 信雄

企画課企画調整係長（企画課企画調整係専門員） 蓑回 範夫 （上下水道局水道課給水係長）

納税課管理係長 渡辺 明 広 上下水道局水道課工務係専門員 吉田 有ー

（北浦町総合支所市民生活課市民係長） （農林畜産課林政係専門員）

納税課納税第2係長（納税課特別収納係専門員） 佐藤 英 男 上下水道局水道線維持給水係専門員 黒木 守

国民健康保険課賦課係長 中井 雄一 （上下水道局水道課給水係専門員）

（資産税課資産税第2係専門員） 上下水道局水道課配水係長 川瀬 良一

0市民課国民年金係長（市民課国民年金係主査） 甲 斐 幸次 （上下水道局水道課維持係長）

島浦支所長（健康増進課成人保健係長） 工 藤 信康 0上下水道局下水道課計画係専門員 島 田 願一

O新悠久苑建設室長補佐（新悠久苑建設室主査） 赤 木 繁 男 （上下水道局下水道課計画係主査）

O高齢福祉課高齢者支録係長 児玉 欣也 上下水道局北方分室上下水道係長 原 修司

（高齢福祉課高齢者支援係主査） （上下水道局北方分室北方上下水道係長）

高齢福祉課介護認定係長 梅田 勝徳 0上下水道局北川分室水道係長 赤木 正久

（北浦町総合支所福祉保健課介護保険係長） （上下水道局北川分室北川水道係主査）

0生活福祉課保護第3係専門員 三星 智 会計課審査係長（高齢福祉課介護認定係長） 渡部 久人

（生活福祉課保護第3係主査） 農業委員会事務局農地係長 中島 艇祐

こども家庭課こども家庭係長（財政課財務調査係長） 粛藤 章二 （総合農政課農政企画係長）

健康増進課母子保健係専門員 桶 久美 0良集委員会事務局農地係専門員 甲斐 武親

（健康増進課健診指導係専門員） （農業委員会事務局農地係主査）

健康増進課成人保健係長兼健康長寿推進室付係長 茂 美 代 子 議会事務局総務係長（職員課研修厚生係専門員） 丸山奈緒美

（健康増進課母子保健係専門員） 社会教育課社会教育係長 吉田 宏喜

総合農政課農政企画係長（清掃工場管理係長） 工蔭 敬洋 （社会教育課社会教育センタ一事業係長）
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北方教育課社会教育係長 佐藤 亮子 lo高齢福附蹴係主査（高齢福醐） 品 部 弘

（北方町総合支所地域娠興課商工観光係長兼出納管理係長） 0生活福祉課保護第2係主査（生活福祉課） 宮高 俊明

こども家庭課こども家庭係主査 細田 宗範

【北方町総合支所】 （こども家庭課保育係主査）

0地妓仮興課地成娠興係長（企画課広成行政係主査） 黒木 敏郎 0こども家庭課こども家庭係主査（こども家庭課） 児島 典子

市民サーピス課税務係専門員（税務課税務係専門員） 田 島 栄子 0障がい福祉課自立支援係主査（障がい福祉課） 藤本 秀征

0農林課林政係長（農山村整備課基盤整備係主査） 中 川 真一 健康増進課健診指導係主査 上杉 京 子

UtJll町総合支所福祉保健課介護保険係主査）

【北浦町総合支所】 健康長寿推進室主査兼健康増進課付主査 蘇山 佳江

地法振興課地按振興係長（地域振興課商工観光係長）神崎 誠一郎 （健康増進課成人保健係主査）

水産農林課農村整備係専門員（水産農林課林政係長） 児島 利久 O総合農政課地籍調査係主査（総合農政課） 甲斐 潤矢

水産農林課水産林務係長（水産農林課水産振興係長） 河野 富一 O農林高産課林政係主査（農林畜産課） 斧 伸 春

0水産課水産振興係主査（水産課） 河野 初 憲

【北Jll町総合支所】 中心市街地活性化推進室主査 羽田 克 広

地続振興課地成振興係長（地域鋸興課商工観光係長） 池 回 修 （商業観光課商業振興係主査）

市民サーピス課税務係長〈農林課地籍調査係長） 渡辺 親弘 0土木課用地係主査（土木課） 吉 回 等

市民サーピス課介護保険係長 夏 目 晃孝 区画整理課事業係主査（情報管理課情報開発係主査） 回 上 獄

（福祉保健課保健係長兼介護保険係長） 0区画整理課事業係主査（区画整理課） 矢野 泰章

農林課農政係長（農林課林政係長） 夏 目 正昭 上下水道局下水道課排水設備係主査 緒方 裕而

0農林課農村整備係長（上下水道局水道課工務係主査） 岡 田 勇一 （高速道対策課用地係主査）

0建設課土木建築係長（都市計画課街路公園係主査） 矢野 敬徳 会計課審査係主査（会計課出納係主査） 構図 裕美

0学校教育課管理係主査（学校教育課） 原因 さゆり

【主査級】 0学校教育課指導係主査（監査委員事務局） 熊原 幹夫

企画課広域行政係主査（総務課総務係主査） 工藤 研二 0社会教育課社会教育係主査（区画整理課） 松本 哲也

総務課総務係主査（国民健康保険課納説係主査） 冨岡 忠伸

0管財課財産係主査（土木課） 柳樽 光博 【北方町総合支所】

財政課財政係主査（上下水道局業務課総務係主査） 山本 陽一 O市民サービス課福祉保健係主査（福祉保健課） 吉岡いつ子

市民税課市民税第 1係主査 日 高 寛 市民サービス課福祉保健係主査 甲斐 芳正

（消防本部総務課経理係主査） （福祉保健課福祉係主査）

0資産税課資産税第 1係主査（資産税課） 日高 範孝

納税課特別収納係主査（農林畜産課農産園芸係主査） 堀川 裕貴 【北川町総合支所】

0国民健康保険課総務係主査（国民健康保険課） 中 谷 明美 0地斌振興課総務防災係主査（建設課） 小谷 元昭

0国民健康保険課賦課係主査（国民健康保険課） 黒木 リツ子 農林課農政係主査（総合農政課農政企画係主査） 甲斐 亮子

O市民課記録係主査（市民課） 新 名 清子

0生活環境課環境保全係主査（生活環境課） 中村 建次 郎 【一般職員】

0地法交通安全推進室主査（市民課） 岩田 美代 子 企画課（北川町総合支所地峨娠興課） 小野 敬 通

O資源対策課リサイクル推進係主査（区画整理課） 日高 正二 II （工業振興課） 夏 目 泰裕

0清掃工場施設係主査（清掃工場） 甲斐 勝彦 経営政策課（陣がい福祉課） 日高 由 紀

高齢福祉課総務係主査 長光 直 明 II （水産課） 加行 孝之

（高速道対策課建設推進係主査） 情報管理課（北川教育課） 吉田 尚良

高齢福祉課介護保険係主査 阿部 洋子 II （資産税課） 長友 和広

（北Jll町総合支所地蟻振興課商工観光係主査） 新庁舎建設室（企画課） 渡辺陽二郎
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総務課（生活福祉課）

II （高齢福祉課）

II （情報管理課）

危機管理室（防災推進室）

職員課（健康増進課）

II （宮崎県後期高齢者医療広成連合派遣）

国土交通省派遣研修（生活環境課）

宮崎県東京事務所派遣研修（こども家庭課）

民間企業派遣研修（国民健康保険課）

宮崎県市町村振興協会派遣（生活福祉課）

管財課（資源対策課）

財政課（保健体育課）

市民税課（北方幼稚園）

II （国民健康保険課）

資産税課（納税課）

納税謀〈議会事務局）

II （経営政策課）

II （北浦町総合支所地域仮興課）

国民健康保険課（国民健康保険北浦診療所）

II （会計課）

II （経営政策課）

II （上下水道局業務課）

II （財政課）

II （総務課）

II （こども家庭課）

宮崎県後期高齢者医療広按連合派遣（会計課）

II （国民健康保険課）

市民課（国民健康保険北浦診療所）

II （北方町総合支所市民生活課）

II （農林畜産課）

II （生活福祉課）

生活環境課（納税課）

資源対策課（南小学校）

II （上南方小学校）

II （市民税課）

清掃工場 （港小学校）

II （建築住宅課）

高齢福祉課（国民健康保険北浦診療所）

II （資産税課）

生活福祉課（文化課）

II 

II 

（北浦町総合支所地妓振興課）

（高齢福祉課）

内藤厚

本村旭

上脇理絵

財部証人

久世美保

小浜祐樹

甲斐章倍

伊住真教

矢野健太郎

山口博史

竹尾孝

藤井洗太朗

泊四亜矢美

河遁智美

林田雄一

工藤裕美

飯塚俊和

天 野普昭

稲田恵美

山本洋美

式地香織

長友ル ミ子

高橋盛

酒井 勝洋

神揮知恵

安藤翠

大賀英明

今津朋子

川並智子

杉本一美

甲斐健吾

戸高飽郎

小山孝意

矢部正美

清本公義

佐野 征史 邸

中田辰則

植 林美由紀

上原麻衣子

高 浦哲

児 島蹴二

西山淳郎
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生活福祉課（高齢福祉課）

II （市民税課）

こども家庭課（高齢福祉課）

II （学校教育課）

II （高齢福祉課）

II （納税課）

II （恒富保育所）

陣がい福祉課（土々呂保育所）

健康増進課（市民課）

健康長寿推進室（社会教育課）

総合農政課（市民税課）

農林畜産課（北川町総合支所農林課）

II （土木課）

II （土木課）

農山村整備課（宮崎県市町村振興協会派遣）

II （上下水道局北方分室）

II （北方町総合支所建設課）

水産課（地減交通安全推進室）

商業観光課（総務課）

中心市街地活性化推進室（商業観光課）

II （商業観光課）

工業振興課（社会教育課）

II （宮崎県東京事務所派遣研修）

メディカルタウン推進室付・経済産業省派遣研修

（商業観光課）

都市計画課〈北方町総合支所農林課）

II 〈国土交通省派遣研修）

土木課（市民課）

II （区画整理課）

II （北方町総合支所地続振興課）

II （北浦町総合支所水産農林課）

II （職員課）

II （国民健康保険課）

区画整理課（北方町総合支所市民生活課）

II （土木課）

建築住宅課（教委・総務課）

II 

II 

｛建築指導課）

（清掃工場）

II （上下水道局水道課）

建築指導課（消防本部予防課）

II （北浦教育課）

高速道対策課（高速道対策課付）

広 瀬 健 一

川越．将人

甲斐清久

竹光俊司

吉田美紀

清田則生

佐藤舞美

佐藤美調子

工藤裕子

庇瀬勝久

大崎幸子

矢野恵朗

白石晴紀

佐伯秀一郎

河野健

木島雄一郎

織田勝幸

後 藤 一 美

縄本寛

海老原望

西国孝司

佐藤幸恵

吉田哲也

杉本賢治郎

福 永 誉 典

甲斐昇太

太田佳弘

蘇勝喜

佐 藤 浩 司

東長史高

茶木義博

黒木由紀子

児玉高通

山形健二

安藤貴明

合志真人

築田英明

早田征弘

竹内願ニ

柳田幸二

柳田宏之



上下水道局業務課（市民税課）

II （文化課）

上下水道局北方分室（都市計画課）

上下水道局北浦分室（土木課）

会計課（上下水道局業務課）

II （北川町総合支所市民生活課）

監査委員事務局（北川町総合支所農林課）

農業委員会事務局（会計課）

議会事務局（管財課）

II （民間企業派遣研修）．

教委・総務課（建築住宅課）

保健体育課（高速道対策課付）

文化課（農山村整備課）

カルチャープラザのペおか図書館（南方小学校）

北方教育課（美々地小学校）

北浦教育課（国民健康保険北浦診療所）

北川教育課（職員課付）

消防本部総務課（生活福祉課）

消防本部予防課（建築指導課）

消防本部警防課（障がい福祉課）

【北方町総合支所】

市民サーピス課（福祉保健課）

JI （北方教育課）

JI （市民生活課）

II （福祉保健課）

農林課（土木課）

建設課（土木課）

【北浦町総合支所】

地按振興課（建設課）

JI （水産農林課）

JI （都市計画課）

市民サービス課（税務課）

JI （国民健康保険北浦診療所）

JI 

JI 

II 

JI 

（国民健康保険北浦診療所）

（福祉保健課）

（市民生活課）

（福祉保健課）

水産農林課（市民生活課）

JI （納税課）

町田泰子

後藤美智子

蘇満修一

水 田克典

桑 鶴直枝

茂珠紀

一宮麻里子

吉岡明日香

村岡隆

吉田誠

河遁俊博

高橋一朗

山口智之

稲田千寿子

甲斐鶴美

工藤章子

後藤英之

川越康弘

白石美香

市場誠章

酒井幸子

田口美紀

海老原丈聡

佐麗育代

上杉耕市

柳田弘一

三山ゆかり

甲斐孝太郎

御手洗孝紀

松井富久美

植田佐代子

申回雅美

松岡哲之

甲斐希実

児浪真理

小野治

柴田一仁
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【北川町総合支所】

地域娠興課（国民健康保険課）

市民サーピス謀（福祉保健課）

JI （北川教育課）

JI 

II 

JI 

（税務課）

（市民生活課）

（市民生活諜）

II （市民課）

農林課（農林市産課）

【異動数 3 5 1人】

（保育所等施設職員異動）

山下保育所長・主査（東保育所）

東保育所長・主査（川中保育所）

中島保育所長・主査（山下児童館）

川中保育所長（山下保育所）

損峰保育園長（土々自保育所）

長井保育所長（中島保育所）

山下児童館長（恒富保育所）

山下保育所（島浦保育所）

JI （東保育所）

川中保育所（恒富保育所）

土々呂保育所（山下保育所）

II （中島保育所）

II （中島保育所）

恒富保育所（東保育所）

JI （東保育所）

東保育所（山下保育所）

JI （川中保育所）

中島保育所（土々自保育所）

JI （こども家庭課）

JI （長井保育所）

【異動数 20人】

（幼稚園教諭）

北方幼稚園（西階幼稚園）

（学校技術員）

南小学校（浦妓小学校）

東海小学校（東海中学校）

甲斐美鈴

小野裕子

中野聖子

岩佐聖子

甲斐恵里

森誠意

中野友理奈

布施裕明

三島美保子

城戸智子

甲斐純子

河野成美

佐藤美恵子

曽根崎明子

日吉信子

山本千調子

小谷－優子

永田千草

木野宮千恵子

松田有紀

直野景子

甲斐好美

増田仁美

黒田明美

市田恵美子

年森有里

大久保麻紀

中村たまみ

床波雅子

宮原友一

白石巳喜男



上南方小学校（名水小学校） 甲 斐 広重 カルチャープラザのべおか図書館 上村 義信

東海中学校（南中学校） 底本 雅人 川中保育所 杉本 楠

（学校調理士等） 土々自保育所 荒砂季実子

岡宮小学校（黒岩小） 米国 恵子 恒富保育所 後膝 前

岡宮小学校（東海小） 藤野 郁子 東保育所 寺田 陽介

西小学校（岡宮小学校） 村田 智保

南小学校（岡宮小学校） 夏目恵美子

南小学校（緑ケ丘小学校） 松田 君代

緑ケ丘小学校（西小学校） 甲斐 紀子 平成23年3月3l日付 退職者 46人

東海小学校（南小学校） 川崎由 美子 企画部長 爵崎 幸 憲

黒岩小学校（南小学校） 工藤 純子 都市建設部参事［クレアパーク整備担当］兼土木課長 上杉 幸康

【異動数 l 3 人】 北方町総合支所長 松本 喜伴

会計管理者兼会計課長 酒井 修平

市民環境部副参事兼クリーンセンタ一所長 前回 繁男

北方町総合支所副参事兼建設課長・上下水道局 佐藤 久男

平成23年4月 1日付 新規採用職員 3 l人 北方分室長

市民税課 荒金 寛子 北浦町総合支所副参事兼地域振興課長 日高 広道

II 佐伯 拓也 監査委員事務局副参事兼事務局長 菊田 光展

資産税課 上野 雄亮 市民税課長 甲斐 敏信

納税課 神保 美佳 新悠久苑建設室長 中 田 至

II 大 爺 悠介 建築住宅課長 山田 敏男

国民健康保険課 政野 友佑 北方町総合支所税務課長 藤田 統三

市民課 黒木勇二郎 北浦町総合支所福祉保健課長 西村 伸博

資源対策課 長友 法憲 北浦町総合支所水産農林課長兼農業委員会 太田尾 博

高齢福祉課 門脇 知史 北浦分室長

II 矢野なつみ 国民健康保険北浦診療所長 日高 利昭

生活福祉課 長友 政憲 農業委員会事務局長 永井 明

陣がい福祉課 甲斐 裕規 社会教育課長兼カルチャープラザのベおか 野下 忠

農林畜産課 藤本 泰輔 社会教育センター館長

水産課 祖国 大輔 文化課長 大島紀世子

都市計画課 児 玉 靖彰 市民課主幹兼国民年金係長 高田 嫌ニ

II 馬場 啓倍 市民課副主幹兼伊形支所長 牧野 正範

土木課 畝原 茂誠 カルチャープラザのベおか図書館副主幹兼 上回 政 則

建築住宅課 中川 淘 図書館サービス係長

建築指導課 甲斐 一也 都市計画課街路公園係専門員 鬼束 英俊

高速道対策課 岩見 陽平 上下水道局水道課維持係専門員 新名 健一

上下水道局業務課 松井 幸洋 上下水道局下水道課排水設備係専門員 黒木 節雄

上下水道局水道課 大岩根健吾 上下水道局下水道課排水設備係専門員 松井 清俊

II 山中 恭平 農業香員会事務局農政係専門員 本部真里子

会計課 甲斐 崇紘 カルチャープラザのベおか図書館図書館サービス係 西村 紀子

社会教育課 橋口 美里 専門員

文化課 大浪 和弥 北方教育課総務係長 柳田 初代
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こども家庭課こども家庭係主査 横山 和世

山下保育所長・主査 甲斐 朗美

中島保育所長・主査 吉村 富 栄

制峰保育園長・主査 迫田 千波

長井保育所長・主査 松尾 清 子

上下水道局下水道課排水設備係主査 山下 速雄

国民健康保険課 瀬上 桐子

資源対策課 吉玉 良徳

資源対策課 吉村 斎

資源対策課 久保田 善一

資源対策課 高 橋 健治

清掃工場 石橋 強

川中保育所 後藤美智代

水産課 佐藤 吉 子

議会事務局 宮 川 哲 朗

東海小学校 小野知香子

東海東小学校 興 侶 鹿子

南中学校 林田 洋 子

異動総数 4 6 1人

内 採用 3 1人

退聡 46人

市長部局 3 1 5人

外 昼 69ム

384人

0 役職別異動内訳（採用・退職除〈）

（内昇任）

部長級 3人 ( 3人）

部次長級 1 1人 ( 9人）

課長級 32人 ( 1 0人）

課次長級 23人 (1 3人）

課長補佐級 56人 ( 1 7人）

係長級 52人 ( 1 5人）

主査級 42人 (2 3人）

一般駿員 1 6 5人

384人 (9 0人）
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平成22年度定期人事異動発令（平成22年4月1日） ※ Oは昇任、 （ ）は前職

L部長級】

健康福祉部長兼福祉事務所長（教育部長） 笠江 孝一 10納税課長（納税課主幹兼課長補佐・特別収納係長） 鉾之原 忍

O都市建設部長（企画部副参事兼契約管理課長） 甲斐洋 吉 阿川秀敏

O都市建設部参事［クレアパーク整備担当］兼土木課長 上杉 幸康

国民健康保険課長（定額給付金対策室長）

O生活環境課長 今 村 敦 美

（都市建設部副参事兼土木課長）

0議会事務局長 一湊 孝 憲

（生活環境課主幹兼課長補佐・環境保全係長）

地減交通安全推進室長 西村繁光

（総務部副参事兼総務課長・国際交流推進室長）

O教育部長（健康福祉部副参事兼高齢福祉課長）

0北方町総合支所長（北方町総合支所次長）

【部次長級】

O企画部副参事兼市民協働・男女参画課長

（社会教育課長兼カルチャープラザのべおか

社会教育センター館長）

0総務部副参事兼総務課長・国際交流推進室長

（議会事務局次長）

O総務部副参事兼財政課長（財政課長）

市民環境部副参事兼クリーンセンタ一所長

（北浦町総合支所次長）

O市民環境部副参事兼資源対策課長（生活環境課長）

健康福祉部副参事兼高齢福祉課長

（健康福祉部副参事兼児童家庭課長）

Oカルチャーゾーン担当副参事兼カルチャープラザ

のべおか館長・図書館長

（カルチャープラザのべおか図書館長）

北方町総合支所次長（総務部副参事兼管財課長）

北浦町総合支所次長

（市民環境部副参事兼国民健康保険課長）

北川町総合支所次長

mrn町総合支所副参事兼地域振興課長）

【課長級】

経営政策課長（経営政策室長）

（保健体育課長兼アスリートタウン推進室長）

甲斐 享博 10新最終処分場建設室長

松本 喜 伴 ｜ （農林課主幹兼課長補佐・農産園芸係長）

0新悠久苑建設室建設対策監兼室長補佐

（新悠久苑建設室主幹兼室長補佐）

太田 素ー 10清掃工場管理監兼工場長補佐

（建築住宅課主幹兼課長補佐・設備係長）

生活福祉課長

甲 斐 政二｜ （人権推進課長兼男女共同参画推進室長）

0こども家庭課長

原岡秀樹

山本昌男

甲 斐 泰 文

岩佐俊助

山本雅浩

伊東浩 一

前田繁男

（企画課主幹兼広減行政係長・地方拠点都市地域推進室長補佐）

安本潤 ー

健康増進課長兼健康長寿推進室長（健康増進課長） 山部 美津弘

総合農政課長（生活福祉課長）

農林畜産課長（防災推進室長）

吉岡 武彦 10農山村整備課長兼広成農道整備事業推進対策室長

佐藤和郎

甲 斐 鰹 敏

田 中 文 靖

（農村整備課主幹兼課長補佐・農地整備係長）

九鬼 勉 10工業振興課長 高久昌一

高見和嗣郎

西哲郎

（企画課主幹兼課長補佐・市民協働係長）

O区画整理課長 日高淳三

（区画整理課主幹兼課長補佐〔技術担当〕・指導係長）

0高速道対策課クレアパーク整備対策監兼課長補佐 原田 誠三

（工業振興課企業誘致担当主幹）

宮 野 豊 10水道課長（管財課主幹兼課長補佐・管理係長） 玉利富士夫

井上和宣下水道課長

（農村整備課長兼広域農道整備事業推進対策室長）

0農業委員会事務局長 永井明

中村 慎 二 （農業委員会事務局主幹兼局長補佐・農政係長）

0人権推進課長 斉藤宗男 議会事務局次長 馬見境保宏

（資産税課主幹兼課長補佐・資産税第2係長）

契約管理課長（区画整理課長） 馬原 誠司

防災推進室長（地成交通安全推進室長） 小島 章一

管財課長 松田謙二

（高速道対策課建設推進対策監兼課長補佐・建設推進係長）

市民税課長（北浦町総合支所税務課長） 甲斐敏信

（職員課職員研修対策監兼課長補佐・研修厚生係長）

O学校教育課長（学校教育課長補佐兼指導係長）

保健体育課長兼アスリートタウン推進室長

（工業振興課長）

保健体育課保健給食対策監

宮田靖

佐藤理洋

佐藤賢了

（保健体育課保健給食対策監兼課長補佐・保健給食係長）



社会教育課長兼カルチャープラザのべおか 野下 忠

社会教育センター館長

、（契約管理課契約管理監兼課長補佐・用度係長）

文化課長 大島紀世子

（文化課文化振興対策監兼課長補佐・文化振興係長）

北川教育課長兼北川町学校給食センタ一所長 北 林 俊一

（北川町総合支所市民生活課長）

【北方町総合支所】

地峨振興課長（市民生活課長） 吉田 道信

市民生活課長（地域振興課長） 緒 方 尚志

0福祉保健課長 古谷 栄一

（市民生活課主幹兼課長補佐・生活環境係長）

0農林課長兼農業委員会北方分室長 甲 斐 誠

（農林課長補佐〔事務担当〕兼農政係長・

農業委員会北方分室長補佐）

【北浦町総合支所】

0税務課長 回 尚

（工業振興課主幹兼課長補佐・工業振興係長）

0建設課長兼上下水道局北納分室長 工 藤 英文

（上下水道局下水道課主幹兼課長補佐・建設係長）

【北川町総合支所】

職員課主幹兼課長補佐・給与係長

（職員課主幹兼給与係長）

0納税課主幹兼課長補佐・管理係長

（納税課副主幹兼管理係長）

0市民課主幹兼国民年金係長

（市民課副主幹兼国民年金係長）

0生活環境課主幹兼課長補佐・環境保全係長

（上下水道局下水道課副主幹兼施設係長）

織田盟市

竹井礼蔵

高田謙二

河野裕一

0資源対策課主幹兼課長補佐・リサイクル推進係長 構 図 輝男

（生活福祉課副主幹兼保護第3係長）

0清掃工場主幹兼施設係長 工 藤幾晴

（清掃工場長補佐兼施設係長）

0高齢福祉課主幹兼総務係長 友情明俊

（高齢福祉課副主幹兼総務係長）

0生活福祉課主幹兼課長補佐・保護第2係長 木本 光勇

（生活福祉課長補佐兼保護第2係長）

0総合農政課主幹兼課長補佐・地籍調査係長 田中 勝美

（農村整備課副主幹兼地籍調査係長）

商業観光課主幹兼課長補佐・観光物産係長・

中心市街地活性化推進室主幹・室長補佐

（中心市街地活性化推進室中心市街地対策主幹兼

室長補佐・商業観光課長補佐）

O工業銀興課主幹兼課長補佐・工業振興係長

（総務課副主幹兼秘書係長）

本庄俊博

川島登

地域振興課長（北川教育課長） 小 野 貫 10区画整理課主幹〔現場事務所担当〕兼 片伯部光太郎

市民生活課長（農林課長兼農業委員会北川分室長） 伊藤 信幸 課長補佐〔技術担当〕 （区画整理課副主幹兼事業第 1係長）

農林課長兼農業委員会北川分室長 伊藤 忠秋 10上下水道局業務課主幹兼課長補佐・収納係長 松元剛

（建設課長兼上下水道局北川分室長）

0建設課長兼上下水道局北川分室長 佐藤 光 春

（土木課主幹兼課長補佐〔技術担当〕 ・道路維持係長）

【課次長級】

企画課主幹兼課長補佐・企画調整係長・ 浜松泰宏

地方拠点都市地成推進室長補佐・大学推進室長補佐

（企画課主幹兼企画調整係長・大学推進室長補佐）

O市民協働・男女参画課主幹兼課長補佐・ 佐藤 純子

男女共同参画係長（職員課付副主幹〔延岡市社会福祉協議会派遣〕）

（上下水道局業務課長補佐兼収納係長）

O上下水道局北浦分室主幹兼分室長補佐・

北浦上下水道係長・北浦町総合支所建設課主幹・

課長補佐（北浦教育課長補佐兼総務係長）

0教委・総務課主幹兼課長補佐・施設係長

（教香・総務課長補佐兼施設係長）

保髄体育課主幹兼課長補佐・スポーツ振興係長・

アスリートタウン推進室主幹・室長補佐

（保健体育課主幹兼スポーツ振興係長・

アスリートタウン推進室主幹・室長補佐）

脇坂光則

富山仲

高橋一善

0人権推進課主幹兼課長補佐・人権推進係長

（人権推進課長補佐兼人権推進係長）

松尾 雅敏 10カルチャープラザのべおか図書館主幹兼館長補佐・ 宮田 喜夫

管理係長（カルチャープラザのべおか図書館副主幹兼管理係長）

0契約管理課主幹兼課長補佐〔技術担当〕 福永秀樹

（契約管理課副主幹〔工事管理担当〕）

勺



【北方町総合支所】 健康増進課長補佐兼母子保健係長 山本 一丸

0良林課主幹兼課長補佐・良村整備係長 酒 井 修 （健康増進課副主幹兼健康推進係長）

（農林課長補佐〔技術担当〕） 健康増進課副主幹兼健診指導係長 竹井由美子

（健康増進課長補佐兼髄診指導係長）

【北浦町総合支所】 健康長寿推進室長補佐（地峨医療対策室長補佐） 中 村 誠

地域振興課主幹兼課長補佐・総務防災係長 長瀬 建策 0地域医療対策室長補佐（地峨医療対策室専門員） 千板 恒利

（水産農林課主幹兼課長補佐・農政係長・ 農林畜産課長補佐兼林政係長 甲斐 克 則

農業委員会北浦分室主幹・室長補佐） （良林課副主幹兼農政係長）

0農林市産課副主幹兼商産係長（農林課商産係長） 工藤 博一

【北川町総合支所】 0農山村整備課長補佐兼基盤？整備係長 福 良 開l

0市民生活課主幹兼課長補佐・国保年金係長・ 井 本 典昭 （農村整備課農村計画係長）

生活環境係長 都市計画課長補佐〔技術担当〕兼街路公園係長・ 甲斐 久敏

（市民生活課長補佐兼国保年金係長・生活環境係長） 花と緑のまちづくり推進室長補佐

（土木課副主幹兼建設第 l係長）

【課長補佐級】 土木課長補佐〔技術担当〕兼道路維持係長 甲斐 岩美

経営政策課長補佐兼政策推進係長 日高 孝則 （高速道対策課副主幹兼計画調査係長）

（総務課副主幹兼文書法規係長） 土木課副主幹兼建設第 l係長 日 吉 哲也

0経営政策課副主幹兼広報広聴係長（総務課広報係長） 鵜島 孝幸 （上下水道局水道課副主幹兼工務係長）

市民協働・男女参画課副主幹兼市民協働係長 田口 哲郎 0区画整理課副主幹兼指導係長 酒井美紀夫

（生活環境課副主幹兼生活衛生係長） （区画整理課事業第2係長）

情報管理課副主幹兼情報開発係長 稲田 孝幸 建築住宅課長補佐兼設備係長 小野 正勝

（情報管理課副主幹〔自治体クラウド実証事業担当〕） （建築住宅課副主幹兼工務係長）

契約管理課長補佐〔事務担当〕兼用度係長 松崎 祥夫 0会計課副主幹兼出納係長（会計課出納係長） 野下美智江

（市民税課長補佐兼市民税第 1係長） 水道課長補佐兼配水係長（水道課副主幹兼配水係長） 吉田 正明

総務課副主幹兼文書法規係長 後藤 博文 上下水道局下水道課長補佐兼建設係長 黒木 操文

（学校教育課副主幹兼管理係長） （都市計画課長補佐〔技術担当〕兼街路公園係長・

総務課副主幹兼秘書係長（経営政策室長補佐） 甲斐 俊二 花と緑のまちづくり推進室長補佐）

0防災推進室副主幹〔防災担当〕 岩 切 光司 農業委員会事務局長補佐兼農政係長 高橋 修

（消防署消防第 l課救助第 1係長） （カルチャープラザのぺおか図書館長補佐兼図書館サーピス係長）

0管財課長補佐兼管理係長（管財課財産係長） 吉田 勝幸 学校教育課副主幹兼指導係長 森山 欣一

市民税課長補佐兼市民税第 l係長 浅 野 繁 学校教育課長補佐兼管理係長 尾畑 教秋

（市民税課副主幹兼市民税第2係長） （教委・総務課副主幹兼総務係長）

資産税課長補佐兼資産税第2係長 工藤 博 0文化課長補佐兼文化娠興係長 伊 東 優

（資産税課副主幹兼資産税第 1係長） （文化課文化娠興係専門員）

市民課副主幹兼記録係長 津 山 良二 カルチャープラザのペおか図書館副主幹兼 上回 政則

（情報管理課副主幹兼情報開発係長） 図書館サービス係長（農林課副主幹兼林政係長）

市民課副主幹兼伊形支所長 牧野 正範 北方教育課長補佐兼カルチャープラザのベおか図書館横山 陽一

（市民課副主幹兼記録係長） 北方分館長補佐・社会教育係長

生活福祉課副主幹兼保護第3係長 長納 行伸 （北方教育課長補佐兼カルチャープラザのべおか

（資源対策課長補佐兼リサイクル推進係長） 図書館北方分館長補佐）

こども家庭課長補佐兼保育係長 前山 昌俊 北浦教育課長補佐兼総務係長 川崎 福吉

（児童家庭課長補佐兼保育係長） （社会教育課副主幹兼青少年家庭教育係長）

3 



【北方町総合支所】 生活環境課生活衛生係長（資源対策課事業係長） 安藤 睦行

市民生活課長補佐兼国保年金係長・生活環境係長 田遁 陸美 0地減交通安全推進室専門員 竹原 秀典

（市民生活課副主幹兼国保年金係長） （地域交通安全推進室主査）

農林課副主幹兼農政係長・林政係長・農業委員会 甲斐喜代志 資源対策課業務係長（資源対策課調査指導係長） 上杉 勝

北方分室長補佐（農林課副主幹兼農村整備係長・林政係長） 高齢福祉課高齢者支援係専門員 小西 あ や

建設課長補佐兼土木建築係長・上下水道局北方 平川 順一 （北浦町総合支所市民生活課国保年金係長）

分室長補佐（建設課長補佐兼土木建築係長・ 高齢福祉課介護認定係長（健康増進課保健予防係長） 渡部 久人

上下水道局北方分室長補佐・北方上下水道係長） こども家庭課こども家庭係長 三浦 健

（児童家庭課児童家庭係長）

【北浦町総合支所】 陣がい福祉課自立支援係長 一湊美智子

地域振興課副主幹兼地按振興係長 小西 繁 （高齢福祉課介護認定係専門員）

（福祉保健課長補佐兼福祉係長） 健康増進課母子保健係専門員 茂 美代子

0税務課長補佐兼税務係長（北浦教育課社会教育係長） 佐 藤 勲 （健康相進課保健予防係専門員）

福祉保健課長補佐兼福祉係長 戸 高 善明 健康増進課成人保健係長 工藤 信贋

（税務課長補佐兼税務係長） （北浦町総合支所地成振興課商工観光係長）

水産農林課長補佐兼農政係長・農業委員会 工藤 晃二 0健康増進課健診指導係専門員 橘 久美

北浦分室長補佐（地域振興課長補佐兼地峨振興係長） （健康増進課健診指導係主査）

建設課副主幹兼土木建築係長 猪 股 信彦 0総合農政課農政企画係長（区画整理課管理係主査） 工藤 寿之

（建設課長補佐兼土木建築係長・上下水道局北浦分室長補佐） 総合農政課農政企画係専門員（農林課農政係専門員） 中島 艇祐

農林畜産課農産園芸係長（伊形支所長） 橋口 昌義

【北川町総合支所】 農林畜産課林政係専門員（農林課林政係専門員） 吉田 有ー

建設課長補佐兼土木建築係長・上下水道局 大野憲二郎 0農林畜産課林政係専門員（農林課林政係主査） 柳田 伸晃

北川分室長補佐・北川水道係長 農山村整備課管理係長（農村整備課管理係長） 染矢 俊二

（建設課長補佐兼上下水道局北川分室長補佐・北川水道係長） 0農山村整備課基盤整備係専門員（農林課林政係主査） 加行 良 光

O工業振興課企業立地係専門員〔メデイカルタウン 佐藤 欣司

【係長級】 担当〕 （商業観光課商業鋸輿係主査）

O企画課企画調整係専門員（企画課企画調整係主査） 蓑田 範夫 土木課用地係長（土木課用地係専門員） 甲斐 茂雄

0企画課広成行政係長（経営政策室主査） 吉 岡 修 区画整理課事業係長（区画整理課事業第 l係専門員） 猪狩 英次

0企画課統計調査係専門員（企画課統計調査係主査） 長 渡 徹 0区画整理課指導係専門員（区画整理課指導係主査） 太田尾卓雄

市民協働・男女参画課男女共同参画係専門員 中島 満泊 建築住宅課工務係長（教養・総務課施設係専門員） 中城 誠児

（男女共同参画推進室専門員） 0建築住宅課設備係専門員（建築住宅課設備係主査） 甲 斐 宝

職員課研修厚生係長（障がい福祉課自立支援係長） 児崎 文昭 0建築指導課開発指導係専門員 菊池 新吾

O職員課研修厚生係専門員（職員課研修厚生係主査） 丸山奈緒美 （建築指導課開発指導係主査）

0職員課付係長〔延岡市社会福祉協議会派遣〕 工藤 靖治 高速道対策課建設推進係長 花田 好文

（土木課管理係主査） （高速道対策課用地第2係長）

0管財課財産係長（管財課財産係主査） 甲斐 祐逸 高速道対策課計画調査係長（高速道対策課付専門員） 楠 生 修

0管財課財産係専門員（管財課財産係主査） 水野 仲朗 高速道対策課用地係長 高田 健一

市民税課市民税第2係長（商業観光課観光物産係長） 甲斐 哲生 （高速道対策課用地第 l係専門員）

資産税課資産税第 l係長 池田 勝彦 0上下水道局業務課収納係専門員 甲斐 宏喜

（資産税課資産税第 l係専門員） （上下水道局業務課収納係主査）

納税課特別収納係長（納税課特別収納係専門員） 蔵 元 勝盛 上下水道局水道課給水係長 矢野 信雄

0納税課特別収納係専門員（納税課納税第 l係主査） 佐 藤 英男 （上下水道局水道課給排水係長）



上下水道局水道課給水係専門只 松田 裕次 0経営政策課広報広聴係主査（生活福祉課） 重県木康恕

（上下水道局業務課総務係専門員） 0総務課総務係主査（総務課） 工藤 研二

上下水道局水道課工務係長 溝田 克弘 O資産税課資産税第2係主査（資産税課） 窪田 了子

（上下水道局北浦分室北浦上下水道係長） 0国民健康保険謀総務係主査（国民健康保険課） 甲斐恵美子

上下水道局水道課維持係長 川瀬 良一 0生活環境課生活衛生係主査（生活環境課） 野々垣民由美

（上下水道局水道課維持係専門員） 0新鼠終処分場建設室主査（新最終処分場建設室） 池田 元洋

0上下水道局水道課維持係専門只 新名 健一 0新最終処分場建設室主査（都市計画課） 日 野 学

（上下水道局水道課維持係主査） 資源対策課業務係主査 山本 康二， 

上下水道局下水道課排水設備係専門員 黒 木 節雄 （資源対策課リサイクル推進係主査）

（上下水道局下水道課維持係専門員） こども家庭課こども家庭係主査 横山 和世

上下水道局下水道課施設係長 黒 木 幸喜 （児童家庭課児童家庭係主査）

（北川町総合支所建設課土木建築係長） こども家庭課保育係主査 堀田 宗範

上下水道局下水道課排水設備係専門貝 松井 清俊 （情報管理課情報開発係主査）

（上下水道局下水道謀維持係専門員） 健康増進課母子保健係主査 志道 里香

上下水道局水道課給水係専門貝 黒 木 守 （健康増進課保健予防係主査）

（上下水道局水道課給排水係専門員） 健康増進課成人保健係主査 森山 佳江

上下水道局下水道課排水設備係長（土木課用地係長） 江川 博司 （健康増進課健康推進係主査）

上下水道局北方分室北方上下水道係長 原 修 司 0健康増進課成人保健係主査（健康増進課） 熊谷菜穂子

（上下水道局下水道課建設係専門員） 総合農政課農政企画係主査（納税課納税第2係主査） 甲斐 亮子

教香・総務課総務係長（教委・総務課総務係専門員） 丸山 真二 農林畜産課畜産係主査（農林課畜産係主査） 田中 芳典

保健体育課保健給食係長 山本 栄作 農林畜産課農産聞芸係主査（農林課畜産園芸係主査） 堀川 裕貴

（アスリートタウン推進室専門員） 農山村整備課基盤整備係主査 中川 真一

社会教育課青少年家庭教育係長 吉岡 秀晃 （農村整備課農地整備係主査）

（総務課広報係専門員） 0商業観光課商業振興係主査（商業観光課） 羽田 克広

Oカルチャープラザのべおか図書館図書館サーピス係 西村 紀子 区画整理課管理係主査 松永 利勝

専門員 （上下水道局業務課営業係主査）

（カルチャープラザのべおか図書館図書館サーピス係主査） 0建築住宅課住宅係主査（建築住宅課） 尾畑 知子

Oカルチャープラザのべおか図書館図書館サーピス係 高 橋 聖子 0建築指導課審査係主査（建築指導課） 工藤 俊一

専門員 0高速道対策課建設推進係主査（高速道対策課） 太田 康品

（カルチャープラザのべおか図書館図書館サーピス係主査） 高速道対策課用地係主査 緒方 裕而

北浦教育課社会教育係長 木 原 倉道 （高速道対策課用地第2係主査）

（北浦町総合支所地峨振興課総務防災係長） 高速道対策課用地係主査 柳田 幸男

（高速道対策課用地第2係主査）

【北浦町総合支所】 高速道対策課用地係主査 金 丸 誠

地域振興課商工観光係長 神崎誠一郎 （高速道対策課用地第 1係主査）

（契約管理課工事契約係専門員） 会計課出納係主査（保健体育課保健給食係主査） 構図 裕．美

市民生活課国保年金係長 工藤 定子 0上下水道局業務課総務係主査（上下水道局業務課） 山本 陽一

（高齢福祉課高齢者支媛係専門員） 上下水道局業務課収納係主査 黒木 秀孝

（資産税課資産税第 1係主査）

【主査級】 0上下水道局水道課配水係主査（上下水道局水道課） 甲斐 一郎

市民協働・男女参画課市民協働係主査 戸高 智栂 上下水道局下水道謀計画係主査 島田 順一

（企画課市民協働係主査） （農村整備課農村計画係主査）
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上下水道局下水道課建設係主査

（上下水道局下水道諜施設係主査）

上下水道局下水道課建設係主査

（上下水道局下水道課施設係主査）

上下水道局下水道課建設係主査

（上下水道局業務課総務係主査）

0上下水道局下水道課排水設備係主査

（上下水道局業務課）

0上下水道局下水道課排水設備係主査

（上下水道局水道課）

上下水道局下水道課排水設備係主査

（上下水道局水道課給排水係主査）

。選挙管理委員会事務局選挙係主査（市民課）

O教委・総務課総務係主査（教委・総務課）

0学校教育課管理係主査（学校教育課）

0保健体育課スポーツ振興係主査（保健体育課）

保健体育課保健給食係主査

（生活福祉課保護第 1係主査）

0保健体育課保健給食係主査（保健体育課）

O北浦教育謀総務係主査（北浦教育課）

【北方町総合支所】

O福祉保健課福祉係主査（福祉保健課）

【北川町総合支所】

0地域振興課商工観光係主査

（北lI l町総合支所市民生活課）

【一般職員】

企画課（国土交通省派遣研修）

II （総務課）

経営政策課（総務課）

II （総務課）

II （総務課）

II （北方教育課）

II （経営政策室）

II （総務課）

市民協働・男女参画課（企画課）

情報管理課（防災推進室）

契約管理課（宮崎県後期高齢者医療広域連合派遣）

II （総務課）

総務課（企画課）

桑原 修 己

松本章夫

吉田光成

山下 速 雄

山田 国 利

甲斐直義

田崎俊久

宮田史子

田畑由紀

黒木幹生

那須裕子

忍賀礼 広

長瀬美佐子

甲斐芳 正

阿部洋子

鈴木 慎 司

児浪仁

式地香織

早瀬誠一郎

黒木克幸

高見慎吾

甲斐 正 紀

飯塚俊和

松田健太朗

宮高誠

甲斐 康 之

深田貴彦

安田貴久

総務課（高齢福祉課）

国土交通省派遣研修（都市計画課）

民間企業派遣研修（納税課）

宮崎県市町村振興協会派遣（教委・総務課）

管財課（清掃工場）

II （緑ケ丘小学校）

財政課（会計課）

市民税課（｝II島小学校）

II （高齢福祉課）

II （東小学校）

II （北川町総合支所福祉保健課）

資産税課（西小学校）

II （上下水道局北方分室）

II （ーヶ岡小学校）

II （市民税課）

納税課（延岡小学校）

II （旭小学校）

II （保健体育課）

II （生活福祉課）

II （陣がい福祉課）

国民健康保険課（延岡小学校）

II （黒岩小学校）

JI （土々自小学校）

II （北浦町総合支所地域振興課）

II （財政課）

宮崎県後期高齢者医療広按連合派遣

（国民健康保険課）

市民課（南方小学校）

JI （旭小学校）

II (}II島小学校）

JI （納税課）

II （土木課）

島浦支所（市民課）

生活環境課（水産課）

新悠久苑建設室（北浦町総合支所建設課）

資源対策課（総務課）

JI （恒宮小学校）

II （旭小学校）

II （川島小学校）

清掃工場（選挙管理委員会事務局）

高齢福祉課（恒富小学校）

II （ーヶ岡小学校）

磯田昌宏

甲斐昇太

吉田誠

河野健

工藤孝浩

甲斐加代

佐藤亮

宮園久美子

甲斐祥子

津隈泰子

小野亀

高橋幸子

日高範孝

伊東明美

橋本大貴

八幡領美穂

日高晴美

姫回明範

太田尾雅史

本村雅子

黒田奈緒子

中村加津代

新名陽子

高橋亜由美

橋本恒宏

寺田貴亮

川崎広子

高山千恵美

甲斐隆子

甲斐陽子

太田圭一

志 田 尚 之

友 井 祐 史

太田隆裕

高橋健治

堀田敏博

竹尾孝

甲斐久年

谷川｜ 修三

械戸智子

黒水タズ子



高齢福祉課（東小学校）

JI （健康増進課）

JI （東保育所）

生活福祉課（上下水道局業務課）

11 mrn町総合支所地按振興課）

JI （北川町総合支所市民生活課）

JI （北浦町総合支所福祉保健課）

JI （建築住宅課）

II （資産税課）

こども家庭課（健康増進課）

JI （南小学校）

II （清掃工場）

障がい福祉課（岡宮小学校）

健康増進課（北川町総合支所農林課）

II （農林課）

II （保健体育課）

健康長寿推進室（国民健康保険課）

地域医療対策室（国民健康保険課）

総合農政課（農村整備課）

II （市民税課）

II （農村整備課）

II （北方町総合支所農林課）

II （農村整備課）

II （納税課）

II （農林課）

農林畜産課（農林課）

II 

II 

II 

（農林課）

（農林課）

（農林課）

II （農林課）

II （農林課）

II （農林課）

農山村整備課（農村整備課）

II （農村整備課）

II （上下水道局水道課）

II 

JI 

（農村整備課）

（農村整備課）

JI （農林課）

商業観光課（北川町総合支所農林課）

JI （資源対策課）

JI （上下水道局下水道課）

工業娠興課（民間企業派遣研修）

宮田 陽 子

成地富美

松田利 恵

中矢美由紀

田上晋也

田 中哲雄

福長徹

日高章裕

森 杉 学

児島 典 子

佐藤恵子

植田敦宏

日吉幸子

久世 美 保

下清水大輔

富永見紗子

輿椙 春 樹

川本其 也

吉田裕一

甲 斐清香

甲斐 潤 矢

甲 斐啓二

西村 武 志

小野弘

玉置 和 馬

斧仲春

杉本一美

重本尚範

布施裕明

高橋 泰 成

長友孝弘

輿椙聖哉

山口智之

河野 理恵

持原亜季

川添聡 臣

鈴木豊 光

伊藤 泰 明

広瀬 淳 二

渡部嘉教、

西国 孝 司

吉田目史
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都市計画課（生活福祉課）

JI （北方町総合支所農林課）

土木課（情報管理課）

JI （北方町総合支所建設課）

II （北方町総合支所建設課）

JI （島浦支所）

区画整理課（土木課）

JI （社会教育課）

JI （農村整備課）

建築指導課（区画整理課）

高速道対策課付（区画整理課）

上下水道局業務課（都市計画課）

上下水道局水道課（上下水道局業務課）

II （上下水道局下水道課）

JI （上下水道局業務課）

JI （生活環境課）

上下水道局下水道課（上下水道局業務課）

II （上下水道局業務課）

JI （建築住宅課）

II （上下水道局水道課）

JI （上下水道局業務課）

JI （上下水道局業務課）

監査委員事務局（納税課）

教委・総務課（健康増進課）

II （学校教育課）

II （建築指導課）

学校教育課（児童家庭課）

保健体育課（高齢福祉課）

JI （商業観光課）

社会教育課（土々自保育所）

JI （市民課）

文化課（児童家庭課）

北方教育課（国民健康保険課）

北川教育課（北川町学校給食センター）

JI （高齢福祉課）

【北方町総合支所】

地峨振興課（工業振興課）

JI （税務課）

JI （生活福祉課）

市民生活課（児童家庭課）

農林課（地按振興課）

安田優子

山本晋五

柳田忠春

甲斐留美

甲斐真

甲斐司

稲本博文

矢野修己

高本誠

佐藤公一

柳田宏之

黒木紀子

橘ー海

林田正春

西田順

長野洋

上米良純

中野優

黒木浩二

伊藤譲二

井野正普－

御沓英範

竹内祐子

富永真樹

小川正則

渡 遁 雅 一

谷口裕子

吉留由美子

中村洋志

矢野修子

浜口多美

古川久師

井上敦仁

中野聖子

緒方慎一

長慣由至

友田美智子

兼蘇大樹

海老原丈聡

小野挙



II （区画整理課）

建設課（本庁農林課）

【北浦町総合支所】

地域振興課（市民税課）

福祉保健課（建設課）

建設課（上下水道局下水道課）

II （土木課）

【北jI l町総合支所】

市民生活課（北川教育課）

II （高齢福祉課）

福祉保健課（地減振興課）

農林謀（市民税課）

II （本庁農林課）

【異動数 380人】

（保育所等施設職員異動）

0川中保育所長・主査（｝II中保育所）

O土々呂保育所長・主査（東保育所）

恒富保育所長・主査（川中保育所）

O東保育所長・主査（長井保育所）

0山下児童館長・主査（中島保育所）

山下保育所（東保育所）

II （中島保育所）

川中保育所（中島保育所）

II （長井保育所）

II （恒富小学校）

土々呂保育所（恒富保育所）

II （東海東小学校）

東保育所（川中保育所）

II （川中保育所）

II （ーケ岡小学校）

島浦保育所（中島保育所）

中島保育所（恒富保育所）

If （土々呂保育所）

If （島浦保育所）

倶峰保育園（北方幼稚園）

長井保育所（東保育所）

亀井義 幸

松木 良 祐

中島児童館（山下保育所）

【異動数 22人】

江川｜ 智絵｜ （幼稚園教諭）

松 岡 哲之｜ 西階幼稚園（総務課付）

竹 内 一博 10北方幼稚園主査（棋峰保育所）

黒木 紀 行 ｜ 北方幼稚園（西階幼稚園）

茂珠 紀

森誠 意

小野 裕 子

赤木・利克

一宮麻里子

城戸智子

長田みどり

松本まゆみ

三島美保子

甲斐 純子

河野成 美

木野宮千恵子

吉田直子

海野礼子

岩切美智代

大山栄 子

黒木典 子

和田美智子

渡遁 紀美代

高島 靖 子

矢野富代

曽根崎明 子

黒木 直 美

大島美登里

甲斐留利子

矢野 美 恵

（学校技術員）

旭小学校（西階中学校）

恒富小学校（資源対策課）

川島小学校（緑ケ丘小学校）

浦城小学校（浦城中学校）

（学校調理士等）

延岡小学校（南方小）

II （東小学校）

岡宮小学校（南方小学校）

II （上南方小学校）

II （北川町学校給食センター）

西小学校（東小学校）

南小学校（緑ケ丘小学校）

If （島野浦小学校）

II （南方小学校）

緑ケ丘小学校（川島小学校）

II （ーヶ岡小学校〉

東海小学校（上南方小学校）

II (}fl島小学校）

黒岩小学校（北川町学校給食センター）

土々呂小学校（南方小学校）

II (}II中保育所）

伊形小学校（恒宮小学校）

II （岡宮小学校）

東海東小学校（旭小学校）

II （島野浦小学校）

【異動数 27人】

松 田 紀 美

森美智恵

小島伸子

i嵐田亜矢美

伊東勝好

大野史郎

柳 田 文 生

宮 原 友 一

横山清美

松田里香

尾形藤子

日高とよみ

村田智保

甲 斐 仁 美

花倉由美子

工藤純子

谷本ひろみ

大平紀美子

柳 田 洋 子

小野知香子

島田真理恵

茂世津代

甲斐康子

吉永文代

甲斐文子

佐藤喜代美

玉木江津子

丸本容子



平成22年4月 1日付 新規採用職員 23人 納税課長 北尾 新吉

情報管理課 上脇 理絵 北方町総合支所福祉保健課長 柳 回 実

市民税課 赤木 康文 北方町総合支所農林課長兼農業委員会北方分室長 猪熊 正幹

納税課 高 久 隆志 北浦町総合支所建設課長兼上下水道局北浦分室長 合原 達雄

II 高木 健臣 上下水道局水道課長 長谷川 洋

国民健康保険課 野村 啓輔 上下水道局水道課施設管理監兼課長補佐・維持係長 矢山 秀明

II 黒木 康二 上下水道局下水道課長 黒木 圧介

市民課 証｛田 沙織 農業委只会事務局長 小野 秀雄

II 戸高 祐 樹 北川町学校給食センタ一所長 矢野 憲二

資源対策課 安藤 征剛 高速道対策課主幹兼用地第 l係長 横山 博明

II 飽 真 司 高齢福祉課副主幹兼介護認定係長 高久理恵子

高齢福祉課 河島 秋人 上下水道局下水道課副主幹兼維持係長 松本 幸久

生活福祉課 内 藤 厚 北方教育課副主幹兼社会教育係長 春田 清子

陣がい福祉課 甲斐 奈々 絵 資産税課資産税第2係専門員 後藤 正剛

健康増進課 瀬戸山真理 市民課窓口係専門員 大崎みね子

水産課 木村 慎平 健康増進課健康推進係専門員 仮匡 法子

都市計画課 飯干 真朱 健康増進課健康推進係専門員 愛川恵美子

土木課 黒木 欣次 上下水道局水道課維持係専門員 下本 達朗

上下水道局業務課 増田 竜也 監査委員事務局監査係専門員 那須美保子

上下水道局水道課 矢野 武洋 国民健康保険謀総務係主査 工藤蒋香子

上下水道局下水道課 井上 敬太 土々自保育所長・主査 田中 幸子

恒富保育所 佐藤 舞美 恒富保育所長・主査 馬目 真理子

中島保育所 高木 史織 東保育所長・主査 大脇 きよ子

長井保育所 中村たまみ 山下児童館長・主査 山下 洋子

中島児童館長・主査 畑田 道子

北方幼稚園主査 黒田紀代美

資源対策課 松 田 泉

II 海野 義広

平成22年3月31日付 退職者 50人 JI 長 野 泰

健康福祉部長 渡部 恭久 山下保育所 長積 ちづ子

都市建設部長 甲 斐 敬三 上下水道局水道課 野村 道夫

北方町総合支所長 柳田 健一 南小学校 中山 英子

議会事務局長 後藤 和則 東海小学校 柳田 敏子

市民環境部副参事兼新最終処分場建設室長 甲 斐 孝徳 ーヶ岡小学校 平川 啓子

市民環境部副参事兼クリーンセンタ一所長・ 玉 木 保 伊形小学校 山崎美重子

資源対策課長 II 山本美恵子

農林水産部副参事兼農林課長 松田多喜男 北方小学校 西村 昭子

北川町総合支所次長 谷口 秀樹 東海中学校 木場 豊子

カルチャーゾーン担当副参事兼カルチャープラザ 渡遺 博吏 カルチャープラザのぺおか図書館 岩永みどり

のべおか館長・文化課長

男女共同参画推進室男女共同参画対策監兼室長補佐 楠倉 晶子

市民税課長 稲 垣 敬
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異動総数 502人

内 採用 23人

退職 50人

市長部局 3 1 6人

外 昼 1 1 3ム

429人

0 役職別異動内訳（採用・退職除く）

（内昇任）

部長級 6人 ( 5人）

部次長級 1 0人 ( 5人）

課長級 42人 (I 9人）

課 次長級 24人 (I 9人）

課長補佐級 46人 ( 1 0人）

係長級 60人 (2 1人）

主査級 5 1人 (2 9人）

一般職員 1 9 0人

429人 (108人）



平成 21年度定期人事異動発令（平成 21年4月 1日） ※ Oは昇任、 ）は前職

E部長級】

0総務部長（総務部副参事兼職員課長） 厄前光三郎 0契約管理課契約管理監兼謀長補佐・用度係長 野 下 f怠

市民環境部長（会計管理者兼会計課長） 担 岸 正和 （契約管理課主幹兼課長補佐・用度係長）

0農林水産部長（農林水産部副参事兼農林課長） 浦田 正ー O防災推進室長 甲斐 経敏

0上下水道局長（上下水道局副参事兼下水道課長） 日 山 敏美 （良村整備課主幹兼課長補佐・管理係長）

0会計管理者兼会計課長 酒井 修平 職員課長（経営政策室長） 背井 雄二

（都市建設部次長兼高速道対策課長） 納税課長 北尾 新吉

議会事務局長（総務部長） 後藤 和則 （国民健康保険課収納対策監兼課長補佐・納税係長）

北方町総合支所長（北方町地峨自治区区長） 柳田 健一 国民健康保険課付課長〔宮崎県後期高齢者医療 佐藤 憲史

北浦町総合支所長（北浦町地械自治区区長） 木原 一成 広峨連合事務局派遣〕

0北川町総合支所長 甲 斐 睦央 （都市計画課国県事業対策監）

（北川町総合支所副参事兼建設課長・上下水道局北川分室長） 市民課長兼南浦支所長（北方町総合支所税務課長） 漬村 滋夫

新悠久苑建設室長 中田 至

【部次長級】 （市民課新悠久苑整備対策監兼課長補佐）

O企画部副参事兼企画課長・地方拠点都市地峨 黒木 清 地減交通安全推進室長（区画整理課事業推進対策監） 小島 章一

推進室長・大学推進室長（企画課長兼地方拠点都市地妓 0高齢福祉課高齢者支盤対策監兼課長補佐・高齢者 中須 恒孝

推進室長・大学推進室長・アスリートタウン推進室長） 支媛係長（高齢福祉課主幹兼課長補佐・高齢者支盛係長）

0総務部副参事兼総務課長・国際交流推進室長 一湊 孝憲 健康増進課長 山部美津弘

（総務課長兼国際交流推進室長） （上下水道局業務課企業経営対策監兼課長補佐・総務係長）

0総務部副参事兼管財課長（管財課長） 高見和嗣郎 0地域医療対策室長（契約管理課主幹兼工事契約係長） 甲斐 研二

0市民環境部副参事兼国民健康保険課長 西 哲郎 0都市計画課国県事業対策監（健康地進課主幹兼 吉田 恭松

（国民館康保険課長） 課長補佐・保健予防係長・地成医療対策室主幹）

市民環境部副参事兼クリーンセンタ一所長・ 玉木 保 高速道対策課長（清掃工場建設室長） 字和田光洋

資源対策課長（市民環境部副参事兼資源対策課長） 0高速道対策課建設推進対策監兼課長補佐・ 松田 謙二

0健康福祉部副参事兼児童家庭課長（児童家庭課長） 吉岡 武彦 建設推進係長（高速道対策課主幹兼課長補佐・建設推進係長）

0農林水産部副参事兼農林課長 松田 多喜男 0上下水道局水道課施設管理監兼課長補佐・維持係長 矢山 秀明

（市民課長兼南浦支所長） （上下水道局水道課主幹兼維持係長）

O都市建設部副参事兼土木課長（土木課長） 上杉 幸康 上下水道局下水道課長 黒木 庄介

0都市建設部副参事兼建築指導課長（建築指導課長） 甲 斐 修二 （上下水道局下水道課下水道施設管理監）

0監査委員事務局副参事兼事務局長 菊田 光展 保健体育課長兼アスリートタウン推進室長 西村 繁光

（監査委員事務局長） （保健体育課長）

0北方町総合支所副参事兼建設課長・ 佐藤 久男 0文化課文化娠興対策監兼課長補佐・文化振興係長 大島紀世子

上下水道局副参事兼北方分室長 （文化課主幹兼課長補佐・文化娠興係長）

（北方町総合支所農林課長兼農業委員会北方分室長） 北浦教育課長兼北浦町学校給食センタ一所長 福島 定治

0北川町総合支所次長 谷口 秀樹 （国民健康保険北浦診療所事務長）

（健康増進課長兼地鼠医療対策室長）

【北方町総合支所】

【課長級】 O税務課長（税務課長補佐兼税務係長） 藤田 統三

経営政策室長（防災推進室長） 中村 悦二 0農林課長兼農業委員会北方分室長 猪熊 正幹

O男女共同参画推進室男女共同参画対策監兼室長補佐 桶倉 品子 （本庁農林課主幹兼農政係長）

（男女共同参画推進室主幹兼室長補佐）



農林課農村振興対策監兼地籍調査係長 甲斐日出男

（良林課地絡調査対策監兼地籍調査係長）

【北浦町総合支所】

福祉保健課長（水産課水産振興対策監） 西村 仲博

国民健康保険北浦診療所長（採用） 日高 利 昭

国民健康保険北浦診療所事務長（福祉保健課長） 北林 照治

【北Jll町総合支所】

0税務課長（総務課主幹兼広報係長） 松 田 福義

市民生活課長（税務課長） 北林俊一

建設課長兼上下水道局北川分室長（市民生活課長） 伊藤忠秋

【課次長級】

企画課主幹兼企画調整係長・大学推進室長補佐 浜松 泰宏

（中心市街地活性化推進室中心市街地対策主幹兼

室長補佐・商業観光課長補佐）

O情報管理課主幹兼課長補佐・運用管理係長

（情報管理課長補佐兼運用管理係長）

0職員課主幹兼給与係長（職員課副主幹兼給与係長）

O資産税課主幹兼課長補佐・資産税第2係長

（資産税課長補佐兼資産税第2係長）

市民課主幹兼課長補佐・窓口係長

（児童家庭課主幹兼課長補佐・児童家庭係長）

O新悠久苑建設室主幹兼室長補佐

（土木課長補佐〔技術担当〕兼道路維持係長）

O生活環境課主幹兼課長補佐・環境保全係長

（生活環境課長補佐兼環境保全係長）

0障がい福祉課主幹兼課長補佐・障がい福祉係長

（陣がい福祉課長補佐兼障がい福祉係長）

農林課主幹兼課長補佐・農産園芸係長

（農林課主幹兼農産園芸係長）

農村整備課主幹兼課長補佐・農地整備係長

（農村整備課主幹兼農地整備係長）

岩切 貞樹

織田 豊市

斉藤 宗男

藤島 さち子

山本 昌男

今村 敦美

田村 泉

原 岡 秀樹

田中 文靖

0中心市街地活性化推進室中心市街地対策主幹兼 本 庄 俊博

室長補佐・商業観光課長補佐（議会事務局副主幹兼総務係長）

O都市計画課主幹兼課長補佐〔事務担当〕・管理係長 後藤 総宜

（都市計画課長補佐〔事務担当〕兼管理係長）

O土木課主幹兼課長補佐〔事務担当〕 ・管理係長

（土木課長補佐〔事務担当〕兼管理係長）

上ノ 原一道
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土木課主幹兼課長補佐〔技術担当〕・道路維持係長 佐藤 光春

（都市計画課主幹兼課長補佐〔技術担当〕・計画係長・

花と緑のまちづくり推進室長補佐）

0建築住宅課主幹兼課長補佐・設備係長

（建築住宅課長補佐兼設備係長）

O高速道対策課主幹兼用地第 1係長

（高速道対策課副主幹兼用地第 1係長）

0上下水道局下水道課主幹兼課長補佐・建設係長

（上下水道局下水道課長補佐兼建設係長）

0監査委員事務局主幹兼局長補佐・監査係長

（監査委員事務局長補佐兼監査係長）

0議会事務局主幹兼議事係長

（議会事務局副主幹兼議事係長）

0保健体育課主幹兼スポーツ振興係長・

アスリートタウン推進室主幹．・室長補佐

（保健体育課副主幹兼スポーツ振興係長）

社会教育課主幹兼課長補佐・

社会教育センタ一事業係長

（社会教育課主幹兼社会教育センタ一事業係長）

社会教育課主幹兼社会教育係長

（企画課主幹兼企画調整係長？大学推進室長補佐・

アスリートタウン推進室長補佐）

【北方町総合支所】

0市民生活課主幹兼課長補佐・生活環境係長

（福祉保健課長補佐兼福祉係長）

【北浦町総合支所】

O水産農林課主幹兼課長補佐・農政係長・

農業委員会北浦分室主幹・室長補佐

甲斐泰文

横 山 博 明

工藤英文

中 野 淳

宮田佳司

高橋一善

黒木育朗

穴井誠二

古谷栄一

長瀬建策

（水産農林課長補佐兼農政係長・農業委員会北浦分室長補佐）

【北川町総合支所】

O地践振興課主幹兼課長補佐・総務防災係長・

出納管理係長

（地域娠興課長補佐兼総務防災係長・出納管理係長）

【課長補佐級】

人権推進課長補佐兼人権推進係長

（高速道対策課副主幹兼用地第2係長）

契約管理課副主幹兼工事契約係長

（建築住宅課副主幹兼工務係長）

安藤俊則

松 尾 雅 敏

佐藤宏一郎

0総務課副主幹兼文書法規係長（総務課文書法規係長） 日高 孝則



0職員課im主幹兼人事係長（職員課人事係長） 村 松 康成 0土木説！日j主幹兼建設第2係長（土木課建設第2係長） 在田 保

財政課長補佐兼財政係長 有野 公教 0区画整理課副主幹兼事業第 l係長 片伯部光太郎

（財政課長補佐兼財政係長・財務調査係長） （区画整理課事業第 l係長）

0市民税課副主幹兼市民税第2係長 浅野 繁 建築住宅諜副主幹兼工務係長 小野 正 勝

（市民税課市民税第2係長） （清掃工場建設室長補佐）

O資産税課副主幹兼資産税第 l係長 工藤 博 上下水道局業務課長補佐兼収納係長 松元 開l

（資産税謀資産税第 l係長） （上下水道局業務課副主幹兼収納係長）

国民健康保険課長補佐兼総務係長 熊 谷 俊一 0上下水道局業務課副主幹兼総務係長 柳田 久年

（国民健康保険課目l主幹兼総務係長） （上下水道局業務課営業係長）

O国民健康保険課副主幹兼賦課係長 小中谷美利 上下水道局業務課副主幹兼営業係長 伊東 範宏

（国民健康保険課賦課係長） （納税課副主幹兼納税第 l係長）

0市民課副主幹兼記録係長（市民諜記録係長） 牧野 正範 0上下水道局水道課副主幹兼工務係長 日吉 哲也

O市民課目j主幹兼国民年金係長（市民課国民年金係長） 高田 厳二 （上下水道局水道課工務係長）

市民課副主幹兼島浦支所長 稲葉 英夫 上下水道局水道課副主幹兼配水係長 吉田 正明

（人権推進課長補佐兼人権推進係長） （上下水道局下水道課副主幹兼維持係長）

0生活環境課副主幹兼生活衛生係長 田口 哲郎 上下水道局下水道課副主幹兼維持係長 松本 幸久

（生活環境課生活衛生係長） （区画整理課目j主幹兼事業第2係長）

地蟻交通安全推進室長補佐 乾 拓志 0上下水道局下水道課副主幹兼施設係長 河野 裕一

（資源対策課長補佐兼事業係長） （上下水道局下水道課施設係長）

0資源対策課長補佐兼リサイクル推進係長 長納 行伸 O議会事務局副主幹兼総務係長 高村 英生

（資源対策課リサイクル推進係長） （商業観光課商業仮興係長）

新最終処分場建設室長補佐〔事務担当〕 岸 達夫 0教委・総務課副主幹兼総務係長 尾畑 教秋

（新最終処分場建設室長補佐） （教委・総務課総務係長）

0新最終処分場建設室長補佐〔技術担当〕 宮園 浩 カルチャープラザのべおか図書館長補佐兼 高橋 修

（新最終処分場建設室専門員） 図書館サーピス係長

0高齢福祉課副主幹兼介護認定係長 高久理恵子 （北浦町総合支所市民生活課長補佐兼市民係長）

（高齢福祉課介護認定係長） 0カルチャープラザのべおか図書館副主幹兼管理係長 宮田 喜夫

0児童家庭課長補佐兼保育係長（児童家庭課保育係長） 前山 昌俊 （カルチャープラザのぺおか図書館管理係長）

0健康増進課副主幹兼健康推進係長 山本 一丸 北方教育課長補佐兼カルチャープラザのべおか図書館横山 陽一

（健康増進課健康推進係長） 北方分館長補佐（工業振興課副主幹兼企業立地係長）

0健康増進課長補佐兼館診指導係長 竹井由美子 北川教育課長補佐兼総務係長 深田 勇志

（健康増進課健診指導係長） （ ~tJll教育課回j主幹兼社会教育係長）

農林課副主幹兼農政係長 甲 斐 克 則

（北方町総合支所地域振興課長補佐兼総務防災係長） 【北方町総合支所】

0農林課副主幹兼林政係長 上田 政則 地域娠興課長補佐兼総務防災係長・地域娠興係長 吉岡 誠次

（北浦町総合支所水産農林課林政係長） （市民生活課長補佐兼生活環境係長）

0農村整備課副主幹兼地籍調査係長 田中 勝美 税務課長補佐兼税務係長 山内 邦子

（農村整備課地籍調査係長） （福祉保健課副主幹兼保健係長・介護保険係長）

0都市計画課長補佐〔技術担当〕兼街路公園係長・ 黒木 操文 0市民生活課副主幹兼市民係長（市民生活課市民係長） 花畑 和子

花と緑のまちづくり推進室長補佐（都市計画課街路公園係長） 0市民生活課副主幹兼国保年金係長 因遺 睦美

都市計画課副主幹兼計画係長 土手 健二 （市民生活課国保年金係長）

（農村整備課副主幹兼農村計画係長）
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福祉保健課長補佐兼福祉係長・保健係長・ 鬼嫁 m敏 10健康噌進課保健予防係長 渡部 久人

介護保険係長 （高齢福祉課介護保険係主査）

（北方教育課長補佐兼カルチャープラザのべおか図書館 0健康増進課保健予防係専門員 茂 美代子

北方分館長補佐） （健康明進課保健予防係主査）

建設課長補佐兼土木建築係長（建設課長補佐） 平 川 順一 0健康増進課健康推進係専門員 仮屋 法子

（健康相進課健康推進係主査）

【北浦町総合支所】 O地按医療対策室専門員（地域医療対策室主査） 千仮 恒利

0地践振興課副主幹兼出納管理係長 山口 孝子 0農林課良政係専門員（農林課良政係主査） 中島 艇祐

（地峨振興課出納管理係長） 0農林課林政係専門員（区画整理課指導係主査） 吉田 有ー

0市民生活課長補佐兼生活環境係長 木原 章男 0農村整備課管理係長（農村整備課管理係主査） 染矢 俊二

（市民生活課生活環境係長） 0農村整備課農村計画係長（農林課林政係主査） 福良 開l

0福祉保健課副主幹兼保健係長（福祉保健課保健係長） 米国 藤乃 0商業観光課商業娠興係長 河野 修

0国民健康保険北浦診療所副主幹兼看護係長 星川千鶴代 （保健体育課スポーツ振興係主査）

（国民健康保険北浦診療所看護係長） 工業振興課企業立地係長（会計課出納係長） 中国 貴樹

0土木課用地係専門員〈高速道対策課計画調査係主査） 甲斐 茂雄

【北lII町総合支所】 0区画整理課事業第 1係専門員 猪 狩 英次

農林課長補佐兼農政係長・良村振興係長 横山 吉弥 （区画整理課事業第 1係主査）

（農林課長補佐兼農村娠興係長） 区画整理課事業第2係長 酒井美記夫

0農林課副主幹兼農村整備係長（農林課農村整備係長） 永野 浩 （区画整理課事業第2係専門員）

O建築住宅課住宅係専門員（建築住宅課住宅係主査） 丸岡 忠裕

【係長級】 0高速道対策課建設推進係専門員 岩瀬 浩二

0契約管理課用度係専門員（契約管理課用度係主査） 松尾美都子 （高速道対策課建設推進係主査）

0契約管理課工事契約係専門員 神崎誠一郎 高速道対策課用地第2係長 花田 好文

（契約管理課用度係主査） （高速道対策課用地第2係専門員）

総務課広報係長（文化課文化振興係専門員） 鵜島 孝幸 0高速道対策課付専門員（土木課管理係主査） 楠生 修

0総務課広報係専門員（総務課広報係主査） 吉岡 秀晃 0上下水道局業務課総務係専門員 松田 裕次

管財課財産係長（管財課管理係専門員） 吉田 勝幸 （上下水道局業務課総務係主査）

0財政課財務調査係長（財政課財政係主査） 野藤 章二 上下水道局水道課給排水係長 矢野 信雄

O資産税課資産税第 1係専門員 那須 峰夫 （上下水道局水道課維持係専門員）

（資産税課資産税第 1係主査） 上下水道局水道課給排水係専門員 黒 木 守

O納税課納税第 1係長（防災推進室主査） 野々痘浩二 （上下水道局業務課収納係専門員）

O納税課特別収納係専門員（納税課特別収納係主査） 蔵元 勝盛 O上下水道局水道課維持係専門員 下本 達朗

O国民健康保険課納税係長（国民健康保険課付主査） 甲斐 国雄 （上下水道局水道課維持係主査）

0市民課管理係専門員（市民課管理係主査） 児玉 栄代 上下水道局水道課配水係専門員 福田 義人

O市民課窓口係専門員（市民課窓口係主査） 大崎みね子 （上下水道局下水道課施設係専門員）

東海支所長（島浦支所長） 吉岡 真 司 0上下水道局下水道課建設係専門員 原 修司

資源対策課事業係長（生活環境課環境保全係専門員） 安藤 睦行 （上下水道局下水道課建設係主査）

0資源対策課調査指導係長 上杉 勝 上下水道局下水道課維持係専門員 黒木 節 雄

（資源対策課事業係業務主任） （建築住宅課住宅係専門員）

0清掃工場管理係長（清掃工場建設室主査） 工藤 敬洋 0上下水道局下水道課維持係専門員 松井 清 俊

0清掃工場施設係専門員（清婦工場施設係主査） 柳 田 康宏 （上下水道局下水道課維持係主査）

児童家庭課児童家庭係長（企画課企画調整係専門員） 三浦 健



0上下水道局下水道課施設係専門員 小里 孝次 0資源対策課リサイクル推進係主査（資源対策課） 山本 康二

（上下水道局下水道課施設係主査） 0向齢福祉課高齢者支援係主査（職員謀） 児玉 欣也

会計課出納係長（上下水道局業務課総務係専門員） 野下美智江 0児童家庭課児童家庭係主査（良業委員会事務局） 横山 和世

O監査委員事務局監査係専門員 11~須美保子 健康増進課保健予防係主査 志道 里香

（監査委員事務局監査係主査） （教委・総務課総筋係主査）

0農業委員会事務局良政係専門員（納税課管理係主査） 本部 真盟子 O健康増進課健康推進係主査（健康明進課） 蘇山 佳江

0教委・総務課総務係専門員 丸山 真二 0農林課農産園芸係主査（良林課） 細川 裕貴

（教委・総務課総務係主査） 商業観光課商業振興係主査 山本 直美

0教委・総務課施設係専門員 中械 誠児 （農村整備課管理係主査）

（教委・総務課施設係主査） 0商業観光課商業振興係主査（商業観光課） 佐藤 欣司

0アスリートタウン推進室専門員 山本 栄作 0都市計画課街路公園係主査（都市計画課） 矢野 敬徳

（生活福祉課保護第2係主査） 0土木課管理係主査（区画整理課） 吉永 安秀

文化課文化振興係専門員 伊東 優 0建築指導課審査係主査（建築指導課） 角野 文紀

（健康増進課健康推進係専門員） 建築指導課開発指導係主査 菊池 新吾

0文化課文化財係長（文化課文化財係主査） 山田 聡 （建築住宅課設備係主査）

0文化課文化財係専門員（北方教育課社会教育係主査） 小野 信彦 0高速道対策課計画調査係主査（障がい福祉課） 長光 直明

0カルチャープラザのべおか図書館管理係専門員 大村 恵子 0高速道対策課用地第2係主査（高速道対策課） 柳田 幸男

（カルチャープラザのべおか図書館管理係主査） 0上下水道局業務課総務係主査（上下水道局業務課） 吉田 光成

0カルチャープラザのべおか図書館 河野 孝子 0上下水道局業務課営業係主査（上下水道局業務課） 松永 利勝

図書館サーピス係専門員 上下水道局業務課収納係主査 広瀬 政春

（カルチャープラザのベおか図書館図書館サーピス係主査） （区画整理課事業第 1係主査）

北川教育課社会教育係長 井本 治久 0上下水道局業務課収納係主査（上下水道局業務課） 黒木 貞幸

（北川町総合支所農林課農政係長） 上下水道局業務課収納係主査 甲斐 宏喜

（市民税課市民税第 1係主査）

【北浦町総合支所】 0上下水道局水道課工務係主査（上下水道局水道線） 岡田 勇一

0市民生活課市民係長（国民健康保険課賦課係主査） 渡 辺 明広 0上下水道局北川分室北川水道係主査 赤木 正久

O水産農林課林政係長（水産農林課林政係主査） 児 島 利久 （北川町総合支所地域振興課）

0監査委員事務局監査係主査（監査委員事務局） 小田 浩二

【主査級】 0農業委員会事務局農地係主査（農業香員会事務局） 甲斐 武親

企画課企画調整係主査 蓑回 範夫 0農業委員会事務局農地係主査（高速道対策課） 工藤 秀樹

（資源対策課リサイクル推進係主査） 0議会事務局政策・調査係主査（議会事務局） 黒田憲二郎

O企画課広域行政係主査（企画課） 黒木 敏郎 0保健体育課保健給食係主査（保健体育課） 構図 裕美

0企画課市民協働係主査（企画課） 戸 高 智穂 Oカルチャープラザのべおか図書館 西村 紀子

0情報管理課運用管理係主査（情報管理課） 山口 一彦｜ 図書館サー吋措（カルチャープラザ

O総務課文書法規係主査（総務課） 松田 康寿 Oカルチャープラザのべおか図書館 高僑 聖子

納税課納税第2係主査（納税課第 l係主査） 甲斐 亮子 図書館サービス係主査（カルチャープラザのベおか図書館）

O国民健康保険謀総務係主査（国民健康保険課） 工藤蒋香子

0国民健康保険課納税係主査（国民健康保険課） 富岡 忠伸 【一般職員】

0新悠久苑建設室主査（学校教育課） 赤木 繁男 企画課（民間企業派遣研修） 稲見 誠二

地域交通安全推進室主査 竹原 秀典 ’I （市民税課） 松田健太朗

（生活環境課地峨交通安全係主査） 情報管理課（国民健康保険課） 柳田 忠春

0清掃工場施設係主査（清掃工場） 黒 木 克美 契約管理課（北浦町総合支所地織仮興課） 阿部 占
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総務課（都市計画課）

II （市民課）

防災推進室（北浦教育課）

職員課（納税課）

II （児童家庭課）

宮崎県東京事務所派遣研修（工業振興課）

民間企業派遣研修（生活福祉課）

国土交通省派遣研修（児童家庭課）

管財課（国民健康保険課）

財政課（宮崎県派遣研修）

II （資産税課）

市民税課（北川町総合支所農林課）

II （市民課）

II （国民健康保険課）

資産税課（熊野江中学校）

II （北川町総合支所福祉保健課）

II （市民課）

納税課（水産課）

II （資産税課）

II （北方町総合支所税務課）

II （北浦町総合支所地按娠興課）

II （情報管理課）

II （北川町総合支所市民生活課）

II （消防第2課）

国民健康保険課（健康増進課）

II• （情報管理課）

II （都市計画課）

II （市民税課）

II （高齢福祉課）

II （児童家庭課）

II 

II 

（消防第l課）

（保健体育課）

市民課（北方町総合支所市民生活課）

II （納税課）

生活環境課（上下水道局下水道課）

地減交通安全推進室（生活環境課）

資源対策課（伊形小学校）

II （上下水道局業務課）

清掃工場（ーヶ岡小学校）

II （清掃工場建設室）

II （清掃工場建設室）

高齢福祉課（北方町総合支所地織振興課）

II （企画課）

生活福祉課（障がい福祉課）

児童家庭課（総務課）

II （巨富保育所）

早瀬誠一郎

甲 斐刊子

財部証 人

甲 斐正輝

日高菜保子

吉田 哲 也

吉 田 ι史

鈴 木悦司

山口敏夫

新名美代子

稲田 二 郎

治久丸文蔵

町田 泰 子

山本 省 吾

窪田 了子

河 野貞彦

鈴木久 子

須田 晃 功

竹内祐子

緒方基信

峯田 利 奈

横山将 士

柳田竜則

高橋 隆 徳

夏田美由紀

興椙 春 樹

永友孝 生

長漬 樹 里

黒木由紀子

塚本竜一

川名 祐 輔

茂佑亮

太田 佳 弘

甲斐真裕 美

中村建次郎

後藤 一 美

吉村 斎

伊東 晃 弘

帯谷 尊 夫

他国 敦 宏

藤川直也

岡田 健 一

岩尾誠治

金丸雅 彦

染矢博文

大久保 麻紀

t: 

児京家庭謀（総務課）

陣がい福祉課（市民課）

（健康地進課）

（納税課）

健康増進課（陣がい福祉課）

II （国民健康保険課）

農林課（納税課）

II （生活環境課）

農村整備課（清掃工場）

II （区画整理課）

水産課（カルチャープラザのべおか図書館）

II （北浦町総合支所水産農林課）

商業観光課（都市計画課）

II （北方町総合支所農林課）

工業振興課（宮崎県東京事務所派遣研修）

都市計画課（北方町総合支所農林課）

II （上下水道局下水道課）

土木課（納税課）

II （上下水道局北方分室）

II （北川町総合支所建設課）

区画整理課（北川町総合支所農林課）

II （上下水道局水道課）

II （上下水道局下水道課）

II （国民健康保険課）

II （建築指導課）

建築住宅課（納税課）

II （上下水道局水道課）

II （建築指導課）

建築指導課（建築住宅課）

高速道対策課（国民健康保険課）

高速道対策課付（都市計画課）

会計課（国民健康保険課）

上下水道局業務課（建築住宅課）

II （土木課）

II （資産税課）

II （水産課）

II （上下水道局下水道課）

上下水道局水道課（上下水道局下水道課）

II （土木課）

II （土木課）

上下水道局下水道課（農林課）

II （土木課）

上下水道局北方分室（上下水道局下水道課）

教委・総務課（契約管理課）

学校教育課（職員課）

保健体育課（高齢福祉課）

芳野知恵

黒 木文代

河野菜子

初鹿礼佳

熊 谷菜穂子

~田明子

布施裕明

長友孝弘

山口智之

河野理恵

佐藤吉子

河 野 初 憲

羽田克広

松田英輔

夏田泰裕

甲斐敏弘

松下典生

水田克典

甲 斐 照 生

柴田 圭

矢野泰章

柳 田信一郎

有馬欣晋

柳田裕美子

谷川功一

田中恒幸

峯 崎 順 二

夏田浩国

合志真人

後藤彰宏

高橋一朗

波岡政樹

向井俊郎

清島康宏

木下次代

甲 斐 直 美

御沓英範

戸田義孝

大平誠司

藤野昭二

佐藤房美

岩田直也

木島雄一郎

宮田史子

井上学

忍賀礼広



保健体育課（企画課） 姫回 明範 土々呂保育所（山下保育所） 佐藤美恵子

社会教育課（納税課｝ 志道 政彦 i II （陣がい福祉課） 年蘇 有里

カルチャープラザのべおか図書館（西小学校） 前田 美千代 II （川中保育所） 矢野 修子

II （国民健康保険課）高田 和子 恒1：＼保育所（中島保育所） 大山 栄子

北方教育課（北方町総合支所良林謀） 田口 美紀 II （東保育所） 黒木 りさ

北浦教育課（生活福祉課） 柳田 幸二 東保育所（恒富保育所） 甲斐 好美

北川教育課（高齢福祉課） 吉田 尚良 II （長井保育所） 小谷 優子

JI （上下水道局北川分室） 岩佐 正文 島浦保育所（東保育所） 山本千穂子

中島保育所（島浦保育所） 甲斐 純子

【北方町総合支所】

税務課（市民税課） 友田 【異動数 1 8人】

市民生活課（建築住宅課） 児玉 高通

JI （福祉保健課） 川並 智子 （幼稚園教諭）

福祉保健課（地域仮興課） 甲斐 芳 正 西階幼稚閏（土々呂保育所） 岩永 環

農林課（本庁長林課） 佐 藤 友美

JI （土木課） 福永 誉典 （学校技術員）

南方小学校（旭中学校） 小野 義秋

【北浦町総合支所】 ーヶ岡小学校（南方小学校） 新名 達夫

地域振興課（商業観光課） 児島 旭中学校（東海小学校） 渡部 利一

水産農林課（建設課） 工藤 隆信

JI （本庁農林課） 東長 史高 （学校調理士）

建設課（高齢福祉課） 松岡 哲之 延岡小学校（ーヶ岡小学校） 野村 智子

恒宮小学校（島野浦小学校） 甲斐 文子

【北川町総合支所】 南小学校（東海小学校）． 甲斐 紀子

地域振興課（建設課） 北林 千春 緑ケ丘小学校（土々呂小学校） 贋島 昌子

JI （北川教育課） 杉野 孝行 東小学校（川島小学校） 津隈 泰子

市民生活課（財政課） 阿 部 洋子 東海小学校（緑ケ丘小学校） 久世 郁子

農林課（北川教育課） 矢野 恵朗 川島小学校（南方小学校） 島田真理恵

II （上下水道局水道課） 牧野 史和 川島小学校（伊形小学校） 宮園久美子

建設課（地域振興課） 堀田 章子 土々呂小学校（東小学校） 新名 陽子

JI （土木課） 中村 雄二 南方小学校（延岡小学校） 尾形 藤子

上南方小学校（南小学校） 日高 とよみ

【異動数 348人】 島野浦小学校 Oii島小学校） 工藤 純子

ーケ岡小学校（恒宮小学校） 柳田 洋子

’ 
保育所等施設職員異動 伊形小学校（上南方小学校） 黒水 タズ子

0損峰保育園長・主査（土々呂保育所） 迫 田 千波

0長井保育所長・主査（川中保育所） 松 尾 清子 【異動数 1 8人】

0山下児童館長・主査（山下児童館） 山下 洋子

O中島児童館長・主査（中島児童館） 畑 田 道子

山下保育所 (Jll中保育所） 長漬 ちづ子

II （児童家庭課） 松田 紀美

川中保育所（健康明進課） 械 戸 智子

II （山下保育所） 後藤美智代

II （土々呂保育所） 市田 恵美子
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平成21年3月31日付 退職者 44人

市民環境部長

農林水産部長

上下水道局長

議会事務局長

市民環境部副参事兼クリーンセンタ一所長

北方町総合支所副参事兼建設課長・

上下水道局北方分室長

北川町総合支所次長 佐伯 雅 寿

納税課長 岡田秀一

生活環境課交通安全対策監 佐藤 博 己

北方町総合支所建設課建設管理監兼土木建築係長 佐藤 友洋

平成21年4月 1日付

市民税諜

納税課

国民健康保険課

新規採用鞍只

，， 

II 

市民課

II 

生活環境課

高齢福祉課

II 

生活福祉課

II 

陣がい描祉課

健康増進課

II 

II 

農林課

II 

都市計画課

．土木課

II 

建築住宅課

II 

課道・

課

水

策

局

対

道

道

水

速

下
高

上

上下水道局下水道課

文化課

27人

川越将人

松田 実 和

伊東祐一郎

松下桐子

市場豊

甲斐瑛美子

中野友理奈

興椙 康 大

甲斐聡

周正裕幸

甲 斐健吾

佐藤 秀 吉

曳田祐太

赤木由香理

金子彩

中村仁美

伊藤 泰 明

興椙聖哉

御手洗孝紀

片岡 大 輔

甲斐慎一朗

日高章裕

柳田将宏

野尻 大 輔

早田 征 弘

中．野弘之

甲 斐康大

柳田 米 敏

佐藤勇介

遠藤 伸 昭

楠葉秀三

畦原 金 一

柴田 英 雄

上下水道局水道課水道施設管理監兼課長補佐・

配水係長

北浦教育課長兼北浦町学校給食センタ一所長

農林課主幹兼課長補佐・林政係長

社会教育課主幹兼課長補佐・社会教育係長

カルチャープラザのぺおか図書館主幹兼館長補佐・

図書館サービス係長

北川教育課主幹兼課長補佐・総務係長

職員課付副主幹

市民課目j主幹兼窓口係長

市民課副主幹兼東海支所長

文化課副主幹兼文化財係長

生活環境課地域交通安全係長

資源対策課調査指導係長

商業観光課商業振興係専門員

土木課用地係専門員

上下水道局水道課維持係専門員

上下水道局水道課給排水係長

上下水道局水道課配水係専門員

m峰保育園長・主査

長井保育所長・主査

上下水道局業務課収納係主査

上下水道局下水道課施霞係主査

農業委員会事務局農地係主査

西階幼稚園主査

社会教育課社会教育係主査

管財課

清掃工場

中島保育所

土木課

上下水道局業務課

岡宮小学校

岡宮小学校

緑ケ丘小学校

南方中学校

カルチャープラザのぺおか図書館

津 田誠剛

山田 克 己

本 部慶一

城戸捗

山部真澄

横山文明

佐藤真

白糸紀俊

興 侶次郎

赤 星清次

佐藤幸一

宮高誠剛

三宅美代子

松田一郎

堀川勉

藤島将勝

森崎義寛

柴田順子

安藤久美子

山 崎 清 文

菊池金美

森敬俊

甲斐ひろ子

中山なを子

熊本隆男

林 田 繁 樹

日高美生子

岩切八郎

岩切昌三

山本洋子

浅野賢治

下回節代

新 名一子

後藤字太美



異動総数 455人

内 採用 27人

退験 44人

市長部局 2 9 1人

外 局 93ム

384人

0 役職別異動内訳（採用・退職除く）

（内昇任）

部 長級 9人 ( 5人）

部次 長級 1 2人 ( 1 1人）

課長級 30人 (1 2人）

課次長級 25人 (1 8人）

課長補佐級 54人 (3 2人）

係 長 級 58人 (4 3人）

主査級 43人 (3 5人）

一般職 員 153人

384人 (15 6人）
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平成20年度定期人事異動発令（平成20年4月 l日） ※ Oは昇任、 （ ）は前職

【部長級】 市民税課長（北浦町総合支所税務課長） 稲 敬

O企画部長（北浦町総合支所次長） 寿崎 幸憲 資産税課長（保健体育課長） 石田 道明

0商工観光部長（商工部副参事兼工業振興課長） 甲 斐 隆治 国民健康保険課長（上下水道局業務課長） 西 哲郎

O都市建設部長（都市建設部副参事兼 甲斐 敬三 O国民健康保険課収納対策監兼課長補佐・納税係長 北尾 新吉

都市計画課長・花と緑のまちづくり推進室長） （！卦民健康保険課主幹兼納税係長）

0会計管理者兼会計課長（財政課長） 担 1-f! 正和 生活環境課長 安本 潤－

0教育部長（福祉保健部副参事兼福祉課長） 笠江 孝一 （生活環境課環境保全対策監兼課長補佐・環境保全係長）

m 揃工場長 林田 和賞

【部次長級】 （消細工場施設管理監兼工場長補佐・施設係長）

0総務部副参事兼職員課長（職員課長） 尾前光三郎 0消掃工場建設室長 宇和田光洋

0市民環境部副参事兼資源対策課長 玉 木 保 （高齢者対策課主幹兼課長補佐・高齢者対策係長）

（資源対策課長） 生活福祉課長（高齢者対策課長） 佐藤 和郎

0市民環境部副参事兼新最終処分場建設室長 甲 斐 孝徳 陣がい福祉課長（市民税課長） 岩村 茂

（清掃工場長） 農村整備課長兼広妓農道整備事業推進対策室長 井上 和宣

O健康福祉部副参事兼高齢福祉課長 甲斐 享博 （建築指導課長）

（企画課長兼地方拠点都市地域推進室長・大学推進室長） O水産課長（水産課主幹兼課長補佐・水産振興係長） 山 崎 宏

農林水産部副参事兼農林課長 浦田 正一 商業観光課長兼中心市街地活性化推進室長 野々下博司

（市民環境部副参事兼清掃工場建設室長） （防災推進室長）

0都市建設部次長兼高速道対策課長 酒井 修平 0工業振興課長（土木課国県事業担当主幹） 佐醸 理洋

（高速道対策課長） 都市計画課長兼花と緑のまちづくり推進室長 池田 秀樹

0上下水道局副参事兼下・水道課長 富山 敏美 （学校教育課長）

（上下水道局下水道課長） 都市計画課国県事業対策監 佐藤 憲史

Oカルチャーゾーン担当副参事兼カルチャープラザ 渡辺 博吏 （工業振興課企業誘致対策監）

のべおか館長・文化課長（文化課長） 0建築住宅課長 山田 敏男

0消防本部次長（国民健康保険課長） 牧野 義英 （農村整備課主幹兼課長補佐・管理係長・広域農道

0北方町総合支所次長（農林課長） 松本 喜伴 整備事業推進対策室長補佐）

0北方町総合支所副参事兼建設課長・ 柴 田 英雄 建築指導課長（建築住宅課長） 甲斐 修二

上下水道局北方分室長 上下水道局業務課長 高 久宏一郎

（北方町総合支所建設課長兼上下水道局北方分室長） （上下水道局業務課企業経営対策監兼課長補佐・総務係長）

0北浦町総合支所次長（水産課長） 前 田 繁男 0上下水道局業務課企業経営対策監兼課長補佐・ 山部美津弘

0北浦町総合支所副参事兼地妓振興課長 日高 広道 総務係長（区画整理課主幹兼課長補佐〔事務担当〕

（北浦町総合支所水産農林課長兼農業委員会北浦分室長） 管理係長）

0北川町総合支所次長（生活環境課長） 佐伯 雅寿 O選挙管理委員会事務局長 松本 良 一

O北川町総合支所副参事兼地按振興課長 宮 野 豊 （選挙管理委員会事務局主幹兼局長補佐・選挙係長）

（北川町総合支所地減振興課長） 監査委員事務局長（資産税課長） 菊田 光展

O北川町総合支所副参事兼建設課長・ 甲斐 陸央 O農業委員会事務局長 小野 秀雄

上下水道局北川分室長（北川教育課長） （農業委員会事務局主幹兼局長補佐・農政係長）

学校教育課長 宮崎 弘尚

【課長級】 （宮崎県教育委員会・高鍋西小学校長）

企画課長兼地方拠点都市地域推進室長・大学推進 黒 木 清 lo保健体育課長 西村 繁光

室長・アスリートタウン推進室長 （！司民健康保険課主幹兼課長補佐・賦課係長）

（商業観光課長兼中心市街地活性化推進室長） O保他体育課保健給食対策監兼課長補佐・ 佐藤 賢 了

経営政策室長（企画課行政経営対策監） 青井 雄二 保他給食係長（保健体育課主幹兼課長補佐・保髄給食係長）

防災推進室長（介護保険課長） 中 村 慎二

財政課長（会計課長） 伊東 浩一



北方教育課長兼カルチャープラザのべおか 大村 望

図書館北方分館長・北方町学校給食センタ一所長

、（北方教育課長兼北方町学校給食センタ一所長）

北川教育課長（建設課長）

北川町学校給食センタ一所長（税務課長）

消防本部総務課長

（中心市街地活性化推進室中心市街地対策監）

小野買

矢野憲二

伊 奈弘行

【北方町総合支所】

福祉保健課長（農林課良村振興対策監兼林政係長） 柳 田 実

農林課地籍調査対策監兼地籍調査係長 ‘甲斐 日出男

（地域振興課地減振興対策監兼出納管理係長）

【北浦町総合支所】

O税務課長

（納税課主幹兼課長補佐・特別収納係長）

市民生活課長（建設課長兼上下水道局北浦分室長）

水産農林課長兼農業委員会北浦分室長

（市民生活課長）

建設課長兼上下水道局北浦分室長

（契約管理課契約管理監兼課長補佐〔技術担当〕

工事契約係長）

国民健康保険北浦診療所副所長（採用）

【北川町総合支所】

税務課長（北川町学校給食センタ一所長）

甲斐敏信

内田千博

太田尾博

合原達雄

高齢福祉課主幹兼謀長補佐・高齢者支援係長 中須 恒孝

（農林課主幹兼農政係長）

児童家庭課主幹兼課長補佐・児童家庭係長 藤島 さち子

（児童家庭課主幹兼課長補佐・保育係長）

健康増進課主幹兼課長補佐 吉田 恭松

（健康管理課主幹兼課長補佐・保健予防係長）

農林課主幹兼農政係長 猪熊 正幹

（農林課主幹兼農産凶芸係長）

良林課主幹兼農産悶芸係長 原岡 秀樹

（企画課主幹兼課長補佐・企画調整係長・地方拠点都市

地域推進室長補佐・大学推進室長補佐）

農村整備課主幹兼課長補佐・管理係長 甲斐 鰹敏

（福祉課主幹兼課長補佐・保護第 1係長）

0農村整備課主幹兼農地整備係長 田中 文靖

（建築指導課副主幹兼開発指導係長）

O中心市街地活性化推進室中心市街地対策主幹 浜松 泰宏

兼室長補佐・商業観光課長補佐

（商業観光課長補佐兼観光娠興係長・中心市街地活性化推進室長補佐

O工業振興課主幹兼課長補佐・工業振興係長 小田 尚

（工業振興課長補佐兼工業銀興係長）

0工業振興課企業誘致担当主幹

（都市計画課長補佐〔技術担当〕兼街路係長）

室山 俊則 10都市計画課主幹兼課長補佐〔技術担当〕・計画係長 佐 藤 光春

原 因舘三

（都市計画課目j主幹兼計画係長）

会計課主幹兼課長補佐・審査係長 日高弘喜

北林 俊一｜ （都市計画課主幹兼課長補佐〔事務担当〕・管理係長・

花と緑のまちづくり推進室長補佐）

農業養員会事務局主幹兼局長補佐・農政係長【課次長級】

O企画課主幹兼企画調整係長・大学推進室長補佐・

アスリートタウン推進室長補佐

（企画課副主幹兼広蟻行政係長）

O企画課主幹兼広域行政係長・地方拠点都市地焼 山本 雅浩

推進室長補佐（児童家庭課副主幹兼児童家庭係長）

0企画課主幹兼課長補佐・市民協働係長

（企画課副主幹兼市民協働係長）

男女共同参画推進室主幹兼室長補佐

（生活環境課主幹兼生活衛生係長）

契約管理課主幹兼工事契約係長 甲斐

（総務課主幹兼課長補佐・総務係長・国際交流推進室長補佐）

総務課主幹兼課長補佐・総務係長・

国際交流推進室長補佐（納税課主幹兼管理係長）

O管財課主幹兼課長補佐・管理係長

（管財課長補佐兼管理係長）

0納税課主幹兼課長補佐・特別収納係長

（納税課副主幹兼納税第2係長）

0清掃工場建設室主幹兼室長補佐〔事務担当〕

（清掃工場建設室長補佐〔事務担当〕）

穴井 誠二

高久昌一

橋倉 子

二

品

研

永井明

（農業委員会事務局主幹兼農地係長）

O文化現主幹兼課長補佐・文化振興係長

（文化課長補佐兼文化振興係長）

大島紀世子

カルチャープラザのぺおか図書館主幹兼館長補佐・ 山部 真澄

図書館サービス係長

（カルチャープラザのぺおか図書館主幹兼館長補佐・管理係長）

【課長補佐級】

企画課副主幹兼統計調査係長

（北浦町総合支所地域娠興課長補佐兼総務防災係長・

堀井直弘

上 回

ト商工観光係長）

員二 iO経営政策室長補佐（議会事務局政策・調査係長） 甲 斐 俊 二

津山良二!o情報管理課副主幹兼情報開発係長

玉利 富士夫 j （市民課記録係長）

i 契約管理課副主幹〔工事管理担当〕

鉾之 原 忍； （契約管理課副主幹兼工事管理専門員）

0総務課副主幹兼秘書係長（総務課秘書係長）

山田 和美10職員課付副主幹（延岡市社会福祉協議会派遣）

（高齢者対策課地峨福祉係長）

福永秀樹

川島登

佐藤純子
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0財政課副主幹兼財務調査係長 有 野 公教 0向速道対策課副主幹兼用地第 l係長 横山 博明

（財政課財務調査係長） （高速道対策課用地第 1係長）

0市民税課長補佐兼市民税第 l係長 松崎 祥夫 上下水道局業務課；m主幹兼収納係長 松元 剛

（市民税課市民税第 l係長） （会計課長補佐兼審査係長）

資産税課長補佐兼資産税第2係長 斉藤 宗男 上下水道局下水道課副主幹兼維持係長 吉田 正明

（資産税課目l主幹兼資産税第2係長） （北浦町総合支所建設課長術佐兼上下水道局

0納税課副主幹兼管理係長（建築住宅課住宅係長） 竹井 礼蔵 北浦分室長補佐・北浦上下水道係長）

0納税課副主幹兼納税第 l係長 伊東 範宏 0選挙管理委員会事務局長補佐兼選挙係長 富永 栄二

（納税課納税第 l係長） （選挙管理委員会事務局選挙係主査）

0国民健康保険課副主幹兼総務係長 熊谷 俊一 農業委員会事務局国j主幹兼農地係長 末永 富雄

（国民健康保険謀総務係長） （職只課付副主幹（延岡市社会福祉協議会派遣））

市民課副主幹兼管理係長 木下 温志 0学校教育課副主幹兼管理係長 後藤 博 文

（市民課副主幹兼窓口係長） （学校教育課管理係長）

市民課副主幹兼窓口係長 白糸 紀俊 社会教育課副主幹兼背少年家庭教育係長 川崎 福吉

（市民税課長補佐兼市民税第2係長） （職員課付副主幹（延岡市社会福祉協議会派遣））

0生活環境課長補佐兼環境保全係長 今村 敦美 0文化課副主幹兼文化財係長（文化課文化財係長） 赤星 清次

（カルチャープラザのべおか図書館図書館サービス係長） 0北方教育課副主幹兼社会教育係長 春田 清子

0清掃工場長補佐兼施設係長 工藤 幾暗 （北方教育課社会教育係長）

（清掃工場施設係主査） 北方教育課長補佐兼カルチャープラザのペおか 鬼塚 重敏

O新最終処分場建設室長補佐 岸 逮 夫 図書館北方分館長補佐（北方教育課長補佐兼総務係長）

（清掃工場最終処分場建設推進係長） 0北川教育課副主幹兼社会教育係長 深田 勇志

高齢福祉課副主幹兼総務係長 友清 明俊 （地域振興課出納管理係長）

（介護保険課長補佐兼総務係長）

0生活福祉課長補佐兼保護第2係長 木本 光男 【北方町総合支所】

〈福祉課保護第2係長） 地成娠興課長補佐兼総務防災係長・地被娠興係長 甲斐 克則

0障がい福祉課長補佐兼陣がい福祉係長 回 村 泉 （地域仮興課長補佐兼地減娠興係長）

（児童家庭課障害福祉係長） 0福祉保健課副主幹兼保健係長・介護保険係長 山内 邦子

0農村整備課副主幹兼農村計画係長 土手 健二 （福祉保健課保健係長）

（農村整備課農村計画係長） 0農林課副主幹兼農村整備係長・林政係長 甲斐書代志

O水産課長補佐兼水産振興係長 木 野宮雅敬 （地域振興課総務防災係長）

（水産課水産振興係主査）

都市計画課長補佐〔事務担当〕兼管理係長・ 後藤 総宜 【北浦町総合支所】

花と緑のまちづくり推進室長補佐 0地域振興課長補佐兼地按振興係長 工藤 晃二

（企画課副主幹兼統計係長） （地減振興課地域振興係長）

0土木課副主幹兼建設第 1係長 甲 斐 久敏 O建設課長補佐兼土木建築係長・上下水道局 猪股 信彦

（土木課建設第 1係長） 北浦分室長補佐（建設課土木建築係長）

区画整理課長補佐〔事務担当〕兼管理係長 村田
賢一｜

（資産税課長補佐兼資産税第 l係長） 【北川町総合支所】

O建築住宅課副主幹兼住宅係長（市民課管理係長） 北 林 健 地減振興課長補佐兼総務防災係長・出納管理係長 安藤 俊則

0建築住宅課副主幹兼工務係長 佐藤宏一郎 （地域振興課長補佐兼総務防災係長・商工観光係長）

（建築住宅課工務係長） !O地成振興課副主幹兼地峨娠興係長 工藤 浩樹

O建築指導課長補佐兼審査係長 伊藤 裕章 （地妓娠興課地減振興係長）

（建築指導課審査係長） 0市民生活課副主幹兼市民係長 原因 義浩

0建築指導課副主幹兼開発指導係長 赤木 前明 （市民生活課市民係長）

（北川町総合支所建設諜土木建築係長） 0福祉保健課長補佐兼福祉係長 井本 成夫

O高速道対策課副主幹兼計画調査係長 甲 斐 岩美 （福祉保健課福祉係長）

（高速道対策課計画調査係長）
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建設課長補佐兼上下水道局北川分室長補佐・ 大野 滋二郎 O健康増進課健康雌進係専門民 愛川恵美子

北川上水道係長（農林課長補佐〔技術担当〕兼 （健康管理諜健康推進係主査）

農村整備係長・農業委員会北川分室長補佐） O健康増進課健康推進係専門員 伊 東 優

（健康管理課健康推進係主査）

【係長級】 健康増進課健診指導係長 竹井由美子

0企画課企画調整係専門員 一
諸官 健 （健康管理課健康推進係長）

（企画課企画調整係主査〔NPO・ボランティア担当〕） 商業観光課観光物産係長 甲斐 哲生

0人権推進課人権推進係専門員 岩村 菊代 （上下水道局業務課営業係長）

（人権推進課人権推進係主査） O商業観光課商業振興係専門員 三宅美代子

0男女共同参画推進室専門員 中 島 満治 （国民健康保険謀総務係主査）

（男女共同参画推進室主査） 都市計画課街路公闘係長 黒木 操文

O管財課管理係専門員〈管財課管理係主査） 吉田 勝幸 （都市計画課公園係長）

市民税課市民税第2係長 浅 野 繁 都市計画課街路公聞係専門員 鬼塚 英俊

（市民税課市民税第2係専門員） （都市計画課公園係専門員）

資産税課資産税第 1係長 工 藤 博 土木課用地係長（土木課道路維持係専門員） 江川 博司

（資産税課資産税第 1係専門員） 0土木課用地係専門員（土木課用地係主査） 松 田 一郎

0資産税課資産税第1係専門員 池 田 勝彦 0区画整理課事業第2係専門員 酒井美記夫

（資産税課資産税第 1係主査） （区画整理課事業第2係主査）

資産税課資産税第2係専門員 中井 雄一 高速道対策課用地第 1係専門員 高田 健一

（社会教育課青少年家庭教育係長） （土木課管理係専門員）

O納税課納税第2係長（納税課納税第2係主査） 柳田 秀一郎 O高速道対策課用地第2係専門員 花田 好文

国民健康保険課賦課係長 小中谷美利 （高速道対策課用地第 1係主査）

（情報管理課情報開発係長） 上下水道局業務課営業係長 柳田 久年

市民課記録係長（伊形支所長） 牧野 正範 （会計課出納係長）

伊形支所長（高速道対策課建設推進係専門員） 橋口 昌義 0上下水道局業務課収納係専門員 黒木 守

0生活環境課生活衛生係長 田口 哲郎 （上下水道局業務課収納係主査）

（生活環境課生活衛生係主査） 上下水道局水道課給排水係長 藤島 将勝

生活環境課地按交通安全係長 佐藤 幸一 （上下水道局下水道課維持係長）

（生活環境課交通安全対策係専門員） 0上下水道局水道課維持係専門員 川瀬 良一

0資源対策課調査指導係長 宮高 誠剛 （上下水道局水道課維持係主査）

（資源対策課） 0上下水道局水道課維持係専門員 矢野 信雄

0新最終処分場建設室専門員 宮 国 浩 （上下水道局水道課維持係主査）

（清掃工場最終処分渇建設推進係主査） 0上下水道局水道課配水係専門員 森崎 義寛

高齢福祉課高齢者支盤係専門員 工藤 定子 （上下水道局水道課配水係主査）

（北浦町総合支所福祉保健課保健係長） 0上下水道局下水道課施設係専門員 福田 義人

0高齢福祉課介護保険係長（総務課秘書係主査） 粟田 哲郎 （上下水道局下水道課施設係主査）

高齢福祉課介護認定係長（介護保険課認定係長） 高久理恵子 0会計課出納係長（会計課出納係主査） 中 田 貴樹

0高齢福祉課介護認定係専門員 一 湊美智子 O議会事務局政策・調査係長 稲 村 斎

（介護保険課認定係主査）

0生活福祉課保護第 1係長（学校教育課管理係主査） 甲斐 義孝 O社会教育課青少年家庭教育係専門員 吉田 宏喜

O児童家庭課保育係長（社会教育課社会教育係主査） 前山 昌俊 （教委・総務課施設係主査）

0障がい福祉課自立支媛係長 児崎 文昭 Oカルチャープラザのべおか図書館管理係長 宮田 喜夫

（児童家庭課障害福祉係主査） （カルチャープラザのべおか図書館管理係主査）

0健康増進課保健予防係長 中 村 誠 北方教育謀総務係長 柳田 初代

（健康管理課保健予防係主査） （北方町総合支所市民生活課市民係長）

O健康増進課健康推進係長 山 本 一丸

（健康管理課健康推進係主査）



【北方町総合支所】 資産税諜資度税第2係主査 茂 聖 也

地成娠興課商工観光係長兼出納管理係長 佐 藤 亮子 （北Jll町総合支所耐祉保健課保健係主査）

（市民生活課国保年金係長） O納税諜納税第 l係主査（納税課） 佐藤 英男

0税務課税務係専門只 田島 栄子 O納税課納税第 l係主査（児童家庭課） 甲斐 苑子

（税務課税務係主査） 0納税課特別収納係主査（納税課） 蔵元 勝盛

市民生活課市民係長 花 畑 和子 0市民諜窓口係主査（市民課） 大崎みね子

（地域振興課商工観光係長） O東海支所主査（東海支所） 田中 良一

0市民生活課国保年金係長 田澄 陸美 0生活環境課地域交通安全係主査（生活環与を課） 竹原 秀典

（北方教育謀総務係主査） 0清掃工場施設係主査（清掃工場） 柳田 康宏

0生活福祉課保護第3係主査（福祉課） 三星 智

【北浦町総合支所】 健康増進課健康推進係主査 仮屋 法子

0地峨振興課総務防災係長 木原 倉道 （国民健康保険課賦課係主査）

（地減娠興課総務防災係主査） O健康増進課健診指導係主査（健康管理課） 桶 久 美

0地按振興課商工観光係長 工藤 信蹟 0農林課畜産係主査（農林課） 田中 芳典

（商業観光課観光振興係主査） 0農林課林政係主査（農林課） 柳田 仲晃

0福祉保健課保健係長 米 国 藤乃 0農村整備課管理係主査（農村整備課） 山本 直美

（国民健康保険課納税係副主査） 0農村整備課農村計画係主査（農村整備課） 島 田 順一

0上下水道局北浦分室北浦上下水道係長 溝 田 克弘 農村整備課農地整備係主査（土木課管理係主査） 中川 真一

（上下水道局水道課工務係主査） 土木課管理係主査（都市計画課計画係主査） 楠生 修

0土木課管理係主査（土木課） 工藤 情治

【北川町総合支所】 0区画整理課管理係主査（区画整理課） 工藤 寿之

0地按振興課商工観光係長 池 回 修 0区画整理課事業第 1係主査（区画整理課） 広瀬 政春

（地域振興課商工観光係主査） 0区画整理課事業第 1係主査（区画整理課） 猪狩 英次

0福祉保健課保健係長兼介護保険係長 夏 目 晃孝 O建築住宅課設備係主査（建築住宅課） 菊池 新吾

（市民生活課生活環境係主査） 0高速道対策課用地第 l係主査（高速道対策課） 金 丸 誠

0農林課農村整備係長 永 野 浩 0上下水道局水道課維持係主査（上下水道局水道課） 下本 達 朗

（上下水道局下水道課建設係主査） 0上下水道局水道課維持係主査（上下水道局水道課） 新名 健一

0農林課林政係長 夏回 正昭 0上下水道局下水道課施設係主査 長友 政宜

（建設課土木建築係主査） （上下水道局下水道課）

農林課地籍調査係長（農林課林政係長） 渡辺 親弘 0上下水道局下水道課施設係主査 桑原 修己

0建設課土木建築係長（都市計画課街路係主査） 黒木 幸喜 （上下水道局下水道課）

0上下水道局下水道課施設係主査 松本 章夫

【主査級】 （上下水道局下水道課）

O企画課統計調査係主査（企画課） 長 渡 徹 監査委員事務局監査係主査 加須美保子

O企画課統計調査係主査（児童家庭課） 柳田 寛美 （商業観光課商業娠興係主査）

0経営政策室主査（企画課） 昔d 岡 修 0教委・総務課総務係主査（教委・総務課） 志道 里 香

O情報管理課情報開発係主査（情報管理課） 田 上 誠 教委・総務課施設係主査（建築住宅課工務係主査） 中城 誠 児

契約管理課用度係主査 神崎誠一郎 0社会教育課社会教育係主査（社会教育課） 中山なを子

（謹会事務局政策・調査係主査） カルチャープラザのべおか図書館管理係主査 浜松 尚己

O総務課広報係主査（総務課） 吉岡 秀晃 （資産税課資産税第2係主査）

0防災推進室主査（防災推進室） 野々垣 浩二 Oカルチャープラザのベおか図書館 河野 孝 子

管財課財産係主査 水野 伸朗｜ 図書館サービス係主査（カルチャープラザのべおか図書館）

（高速道対策課用地第2係主査）

O管財課財産係主査（管財課） 甲斐 【北川町総合支所】

O市民税課市民税第 1係主査（市民税課） 甲斐 宏喜 福祉保他課介護保険係主査 上杉 京子

資産税課資産税第 l係主査（土木課用地係主査） JJI~ 須 峰夫 （健康管理課健康推進係主査）

0資産税課資産税第 l係主査（資産税課） H.＼ 木 秀孝
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【一般職員】

経営政策室（民間企業派遣研修）

情報管理課（上下水道局業務課）

II （納税課）

総務課（工業振興課）

II （高速道対策課）

II （高齢者対策課）

JI （福祉課）

職員課（（財）宮崎県市町村娠興協会派遣研修）

職員課付（情報管理課）

職員課付（北川教育課）

民間企業派遣研修（総務課）

宮崎県派遣研修（情報管理課）

管財課（清掃工場）

JI （土々邑小学校）

財政課（上下水道局業務課）

JI （福祉課）

市民税課（北川町総合支所市民生活課）

II （介護保険課）

II （建築住宅課）

II （市民課）

資産税課（国民健康保険課）

納税課（上下水道局下水道課）

II （保健体育課）

II （高齢者対策課）

国民健康保険課（監査委員事務局）

II （生活環境課）

II （市民課）

宮崎県後期高齢者医療広域連合派遣（会計課）

市民課（東海中学校）

II （健康管理課）

生活環境課（資産税課）

II （農村整備課）

資源対策課（契約管理課）

II （土木課）

II （土木課）

II （土木課）

II （土木課）

（土木課）

清掃工場（資源対策課）

新最終処分場建設室（清掃工場）

II （北方町総合支所市民生活課）

高齢福祉課（上下水道局業務課）

II （市民税課）

II （納税課）

II （市民税課）

生活福祉課（東海支所）

II （資産税課）

甲 斐正紀｜

松沢晃臣

夏田高 幸

式地香織

工藤研二

酒井勝洋

飯塚俊和

春山 貴嗣

松田直樹

後藤英之

稲見誠二

新名 美代子

下本 祐二

矢野智

河内 全克

橋本恒宏

赤木利 克

冨岡美保

清本公義

長漬樹里

岩尾陽子

田中恒幸

寺田博行

加行優子

中谷明美

甲斐 美 鈴

清家誠郎

小浜祐樹

長友智子

志田尚之

菊池由紀

新名岳史

山本康二

田中耕一

菊池 健二

池田 芳孝

佐伯 博司 i
坂本英樹 l

下回続二部｜

池田 元 洋 ！

黒木 政良

上ノ原記美代

甲斐情久

吉田 美紀

本村旭

松田 真寿代

小原大輔！

(:. 

児童家庭諜（北浦町総合支所地峨娠興課）

（北川町総合支所地域振興課）

障がい福祉課（市民税課）

II （納税課）

II （飽康管理課）

健康増進課（財政課）

II （上下水道局業務課）

II （高齢者対策課）

II （国民健康保険課）

農村整備課（福祉課）

II （国民健康保険課）

水産課（児童家庭諜）

商業観光課（宮崎県派遣研修）

II （児童家庭課）

都市計画課（上下水道局下水道課）

II （農村整備課）

II （建築住宅課）

土木課（農林課）

II （国民健康保険課）

II （北方町総合支所建設課）

II （資産税課）

II （上下水道局下水道課）

II （上下水道局下水道課）

II （上下水道局下水道課）

区画整理課（都市計画課）

建築住宅課（管財課）

建築指導課（教委・総務課）

II （消防本部予防課）

高速道対策課（社会教育課）

会計課（福祉課）

II （北浦町総合支所福祉保健課）

上下水道局業務課（職員課付）

II （納税課）

II （総務課）

上下水道局水道課（福祉課）

" （土木課）

上下水道局下水道課（土木課）

" （上下水道局水道課）

II （北浦町総合支所建設課兼

上下水道局北浦分室）

II （土木課）

II （上下水道局水道課）

選挙管理委員会事務局（商業観光課）

教委・総務課（土木課）

学校教育課（職員課）

北川教育課（北川町総合支所建設課）

II （北川町総合支所農林課）

消防本部総務課（財政課）

柴由美子

黒田仲吾

藤本秀征

田崎さとみ

日 高隆一

富永真樹

山内敏信

河野菜子

日高裕子

甲斐潤矢

鈴木 豊 光

友井祐史

菊池陽三

杉本 賢 治 郎

矢野敬徳

高橋一朗

甲斐昇太

田高茂喜

吉田等

林田幸夫

佐伯 秀一郎

桑原純

柳田弘一

山田 宏 樹

亀井義幸

向井俊郎

白石美香

三樹康貴

太 田 康 晶

赤星光昭

安藤翠

西田願

釘宮ルミ子

米揮礼

伊藤和訓

服 部 成 男

夏回展行

林田正春

中村建次郎

上杉拓巳

佐藤 規 裕

谷 川 修 三

河野健

小川正則

茂 珠紀

杉野 孝 行

日高寛



消防本部予防課（建築指導課） 竹内 願二 l （幼稚園教諭）

0南幼稚園主査（総務課付・西陪幼稚闘） 竹井裕美子

【北方町総合支所】 西階幼稚l剖主査（南幼稚園主査） 甲斐ひろ子

地按娠興課（農林諜） 佐藤 浩司 O西階幼稚凶主査（西階幼稚凶） 佐藤登美子

農林課（区画整理課） 山 本 晋五 0北方幼稚園主査（北方幼稚図） m田紀代美

建設課（土木課） 織田 勝幸 O幼児ことばの教室主査（幼児ことばの教室） 首藤 邦子

南幼稚困（西階幼稚悶） 沖田智代美

【北浦町総合支所】 西階幼稚凶（南幼稚図） i直田亜矢美

地践振興課（税務課） 木下 ルリ 総務課付・南幼稚園（南幼稚園） 蘇 美智恵

福祉保健課（介護保険課） 福 長 微

建設課（都市計画課） 太田 （学校事務員）

上下水道局北浦分室（建設課） 小野 洋平 美々地小学校（北方中学校） 甲斐 鶴美

南中学校（南小学校） 林田 洋子

【北川町総合支所】 東海中学校（南中学校） 木場 豊子

地続振興課（総務課） 田上 晋也

税務課（市民生活課） 岩 佐 聖子 （用務員）

市民生活課（税務課） 柳田 竜則 延岡小学校（南中学校） 林田 米盛

II （市民税課） 田中 哲雄 南小学校（土木課） 小山 孝意

福祉保健課（北Jll教育課） 河野 貞彦 延岡中学校（東小学校） 甲斐 秀雄

農林課（福祉課） 久世 美保 岡宮中学校（延問中学校） 甲斐 三春

建設課（北川教育課） 北林 千春 南中学校（延岡小学校） 底本 雅人

上下水道局北川分室（建設課） 岩佐 正文 浦城中学校（土木課） 宮原 友一

【異動数 357人】 （学校調理士）

延岡小学校（南方小） 伊東 明美

岡宮小学校（西小学校） 夏目恵美子

保育所等施設職員異動 岡宮小学校（緑ケ丘小学校） 日吉 幸子

川中保育所長・主査（山下児童館） 松本 まゆみ 旭小学校（川島小学校） 玉木江津子

O恒富保育所長・主査（恒富保育所） 馬目 真理子 西小学校（旭小学校） 高橋 幸子

島浦保育所長・主査（中島児童館） 島田 優子 南小学校（黒岩小学校） 川崎由美子

中島保育所長・主査（島浦児童館） 吉村 富栄 緑ケ丘小学校（ーケ岡小学校） 甲斐 加代

0損峰保育園長・主査（楓峰保育園） 柴田 順子 緑ケ丘小学校（東海東小学校） 松田 君代

山下保育所（介護保険課） 黒田 明美 東小学校（南小学校） 甲斐 仁美

II （島浦保育所） 吉田 裕子 川島小学校（緑ケ丘小学校） 大平紀美子

土々巴保育所（児童家庭課） 佐藤 美穂子 黒岩小学校（島野浦地区学校給食共同調理場） 中村加津代

恒富保育所（土々 E保育所） 曽 恨崎明子 南方小学校（旭小学校） 谷本ひろみ

II （長井保育所） 永田 千草 島野浦地区学校給食共同調理場（延岡小） 丸本 容子

II （山下保育所） 内田 ーケ岡小学校（岡宮小学校） 高島 綿子

東保育所（中島保育所） 長田 みどり 東海東小学校（土々呂小） 甲斐 障子

II （中島保育所） 河野 成美

島浦保育所（恒富保育所） 大島 美登里

中島保育所（土々呂保育所） 吉田 直子

長井保育所（東保育所） 三島 美保子

山下児童館長（東保育所） 山下 洋子；

中島児童館長（山下保育所） 畑田 道子

【異動数 1 8人】
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平成20年4月 l日付 新規採用職員 23人 上下水道局水道課主幹 権藤 久人

納税課 Ni田 則生 l 市民税課副主幹 矢野 浩

II 小 泉 佳代 農村整備課副主幹兼民地整備係長 柳田 高志

国民健康保険課 永 井 智美 北川町総合支所福祉保健課長補佐 松本 生幸

II 積 田 奈緒 資源対策課調査指導係長 松本 延命

高齢福祉課 川崎 聖子 土木課用地係長 松田 雄三

生活福祉課 幸 俊 次 上下水道局業務課収納係長 渡辺 信夫

生活福祉課 佐藤 淳一 企画課統計係主査 新田 民子

II 市 来 幸司 市民課国民年金係主査 戸田いづみ

II 戸 高 広道 川中保育所長 福良 和子

児童家庭謀 大浦 啓介 恒日保育所長 井手口伊穂子

II 谷口 裕子 中島保育所長 池田 順子

障がい福祉課 日高 由紀 農村整備課地籍調査係主査 甲斐 憲一

II 松田 竜鬼 カルチャープラザのべおか図書館 サーピス係主査 興椙 孝代

健康増進課 田端 李紗 西階幼稚園主査 猪須 睦美

II 岩 田 英子 市民課 岡 田 新子

農林課 松木 良祐 市民課 松下 深雪

都市計画課 甲斐友紀子 管財課 鈴木 喬

土木課 白石 憲馬 管財課 吉田 俊一

建築住宅課 松本 秀和 資源対策課 甲 斐 清

II 河遁 俊博 資源対策課 下回 義男， 

上下水道局水道課 井ノ 上慶祐 資源対策課 山口 芳昭

上下水道局下水道課 高橋 英志 資源対策課 吉田 武文

保健体育課 藤井洗太朗 恒富保育所 甲斐 幸枝

東小学校 上脇 尚美

伊形小学校 赤木 民弓

平成20年3月31日付 退職者 52人 岡宮小学校 佐藤 由 紀

企画部長 中 嶋 弘 方財小学校 吉玉 茂史

商工部長 飯干 泰志 西階中学校 笹野 育代

都市建設部長 沖米 回 孝 三川内中学校 木原八寿子

会計管理者 飯干 貞人 北川教育課 夏回 ムツミ

教育部長 由良 公明

都市建設部次長兼土地開発公社事務局長 鎌 倉 字

北方町総合支所次長 児 玉 憲幸

北浦町総合支所副参事兼地按振興課長 大野 光裕

北川町総合支所次長 志野崎光洋

農村整備課長 稲田 清久

高速道対策課高速道用地対策監 甲斐

選挙管理委員会事務局長 岡田 孝志

監査委員事務局長 武知 美秋

農業委員会事務局長 馬 渡 逸夫

北方町総合支所福祉保健課長 藤本 博明

北方町総合支所農林課地籍対策監 松田 俊介 i

図書館北方分館長 甲斐 淳一！

北川町総合支所農林課情報基盤対策監 沢 紀 仁

北川町総合支所建設課高速道対策監 新 名 誠一

男女共同参画推進室主幹 川 本 光子

生活環境課交通安全主幹 松 崎 哲也

R 



異動総数 482人

内 採用 23人

退職 52人

市長部局 304人

外 居 1 0 3ム

407人

0 役職別異動内訳（採用・退職除く）

（内昇任）

部 長級 5人 ( 5人）

部次長級 l 6人 (1 5人）

課 長 級 4 l人 (1 1人）

諜次長級 24人 (l 2人）

課長補佐級 5 l人 (3 5人）

係長級 63人 (4 2人）

主査級‘ 57人 (4 2人）

一般職員 150人

407人 (16 2人）
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平成 19年度定期人事異動発令（平成 19年4月 1日） ※ Oは昇任、 （ ）は前職

【部長級】

0農林水産部長（都市建設部副参事兼土木課長）

O上下水道局長（企画部副参事兼管理課長）

【部次長級】

O企画部副参事兼契約管理課長（区画整理課長）

O市民環境部副参事兼クリーンセンタ一所長

（清掃工場長）

O市民環境部副参事兼清掃工場建設室長

（清掃工場建設室長）

0福祉保健部副参事兼福祉課長

（総務課長兼国際交流推進室長）

0商工部副参事兼工業振興課長（工業娠興課長）

O北浦町総合支所副参事兼地域振興課長

（北浦町総合支所地按振興課長）

0北川町総合支所次長

（人権推進課長兼男女共同参画推進室長）

【課長級】

0人権推進課長兼男女共同参画推進室長

（人権推進課主幹兼課長補佐・人権推進係長）

O契約管理課契約管理監兼課長補佐〔技術担当〕

－工事契約係長（管理課主幹兼課長補佐〔技術担当〕

．工事管理係長）

総務課長兼国際交流推進室長（議会事務局次長）

管財課長（北方町総合支所地続振興課長）

納税課長（健康管理課長）

0市民課長兼南浦支所長

（農林課主幹兼課長補佐・農政係長）

O市民課新悠久苑整備対策監兼課長補佐

（市民課主幹兼課長補佐・管理係長）

国民健康保険課長（納税課長）

生活環境課長（市民課長兼南浦支所長）

佐藤男介

0区画整理課長

（区画整理課主幹兼課長補佐・指導係長）

遠藤 伸 昭 10建築指導課長（都市計画課次長兼花と緑の

まちづくり推進室長補佐）

高速道対策課高速道用地対策監兼土地開発公社

甲斐 洋吉｜ 用地課用地対策監（北詰百町総合支所地域娠興課

畦原 金一｜ 地被振興対策監兼商工観光係長）

0上下水道局業務課長

浦田正一 （水道局業務課主幹兼課長補佐・総務係長）

0上下水道局業務課企業経営対策監兼課長補佐

笠江 孝一｜ 総務係長同道課主幹兼課長補佐・管理係長）

0上下水道局水道課長

馬 原 誠 司

井上和宣

甲斐棋哲

西哲郎

高久宏一郎

長谷川洋

甲斐 隆治｜ （水道局施設課主幹兼工務係長）

大野 光 裕 10上下水道局水道課水道施設管理監兼課長補佐 津田 誠剛

・配水係長（水道局施設課主幹兼課長補佐・配水係長）

志野崎 光洋｜ 上下水道局下水道課長（水道局施設課長）

O議会事務局次長

（社会教育課主幹兼課長補佐・社会教育係長）

社会教育課長兼カルチャープラザのべおか社会教育 太田 素ー

岩佐 俊助｜ センター館長（カルチャープラザのべおか図書館長）

0カルチャープラザのベおか図書館長

合原 達雄｜ （文化課主幹兼課長補佐・文化財係長）

く北方町総合支所〉

ー湊 孝憲｜ 地域仮興課長

高見 和嗣郎｜ （北方教育課長兼北方町学校給食センタ一所長）

岡田 秀一｜ 地蟻振興課地域振興対策監兼出納管理係長

富山敏美

甲 斐 政 二

九鬼 勉

緒方尚志

甲斐日出男

松田 多喜男｜ （北方町総合支所地域振興課出納管理監兼出納管理係長）

税務課長（下水道課公営企業移行対策監） 潰村 滋夫

田中 至｜市民生活課長 吉田道信

（北方町総合支所地域振興課地域振興対策監）

農林課長兼農業委員会北方分室長（北方町総合支所

建設課長兼水道局施設課北方分室長）

農林課農村振興対策監兼林政係長

（北方町総合支所農林課農村振興対策監）

佐藤 陣己｜ 建設課長兼上下水道局北方分室長

牧野

佐伯

義 英

0生活環境課環境保全対策監兼課長補佐・環境保全係長 安本

雅蒋

潤ー

（生活環境課主幹兼課長補佐・環境保全係長）

O生活環境課交通安全対策監

（国民健康保険課主幹兼課長補佐・賦課係長）

清掃工場長（管財課長）

0清掃工場施設管理監兼清掃工場長補佐・施設係長

（清掃工場主幹兼清掃工場長補佐・施設係長）

健康管理課長（水道局業務課長）

水産課水産振興対策監

（北浦町総合支所水産農林課水産娠興対策監）

佐 藤 久 男

柳田 実

柴 田 英 雄

（北方町総合支所市民生活課長）

甲斐 孝徳｜ 北方教育課長兼北方町学校給食センタ一所長 大村 望

林田 和賞｜ （北方町総合支所農林課長兼農業委員会北方分室長）

谷口 秀樹｜ く北浦町総合支所〉

西村 伸博｜ 市民生活課長（北浦教育課長）

0北浦教育課長兼北浦町学校給食センタ一所長

0土木課長兼土地開発公社工務課長 上杉 幸康！ （健康管理課主幹〔救急医療担当〕兼課長補佐）

（土木課主幹兼課長補佐〔技術担当〕・道路維持係長） ｜ 

太田尾博

山田克己



く北川町総合支所〉 区画整理課主幹兼課長補佐〔技術担当〕・指導係長 日『了6・rJ 淳三

地成振興課長（総務課長） 宮 野 豊 （土木課主幹兼用地係長）

、税務課長（税務課長） 矢野 t砲・7、ー－ー 0建築指導課主幹兼課長補佐 松村真一郎

市民生活課長（北川教育課長） 伊藤 忠秋 （建築指導課長補佐兼審査係長）

福祉保健課長（会計室長） 米国 安壮 0高速道対策課主幹兼課長補佐・建設推進係長・土地 松田 謙二

農林課長兼良業委員会北川分室長（福祉保健課長） 伊藤 信幸 開発公社用地課主幹兼課長補佐・総務係長・工務課

農林課情報基盤整備対策監兼地籍調査係長 滞 紀 仁 主幹兼課長補佐（高速道対策課長補佐兼建設推進係長

3・
（地焼振興課長） ・土地開発公社用地課長補佐・総務係長・工務課長補佐）

建設課長（建設課長） 野 貫 上下水道局水道課主幹兼給排水係長 権藤 久人

建設課高速道対策監兼課長補佐（総務課付） 新名 誠一
（水道局施設課主幹兼給水係長）

教委・北川教育課長（総務課付） 甲斐 睦央 上下水道局水道課主幹兼維持係長 矢山 秀明

北川町学校給食センタ一所長 北林 俊一 （都市計画課主幹兼公園係長）

（税務課長補佐兼徴収係長・地籍調査係長） 0選挙管理委員会事務局主幹兼局長補佐・選挙係長 松本 良一

（選挙管理委員会事務局長補佐兼選挙係長）

【課次長級】 O農業委員会事務局主幹兼農地係長 永 井 明

企画課主幹兼課長補佐・企画調整係長・地方拠点都市 原岡 秀樹 （農業委員会事務局副主幹兼農地係長）

地主推進室長補佐・大学推進室長補佐（職員課付主幹） 0社会教育課主幹兼課長補佐・社会教育係長 城戸 渉

0契約管理課主幹兼課長補佐〔事務担当〕・用度係長 野 下 忠 （社会教育課副主幹兼青少年家庭教育係長）

〈児童家庭課長補佐兼保育係長） 0社会教育課主幹兼社会教育センタ一事業係長 黒木 育朗

O納税課主幹兼課長補佐・特別収納係長 甲斐 敏信 （文化課副主幹兼文化振興係長）

（市民税課長補佐兼市民税第1係長）

O納税課主幹兼管理係長（納税課副主幹兼管理係長） 上田 民二｜【課長補佐級】

国民健康保険課主幹兼課長補佐・賦課係長 西村 繁光 企画課副主幹兼市民協働係長 高久 E回ヨ 一－

〈納税課主幹兼課長補佐・特別収納係長） （工業振興課副主幹兼企業立地係長）

O国民健康保険課主幹兼納税係長 北尾 新吉 企画課副主幹兼統計係長 後藤 稔宜

（国民健康保険課副主幹兼納税係長） （資産税課副主幹兼資産税第2係長）

0生活環境課主幹兼生活衛生係長 橋倉 晶子 0人権推進課長補佐兼人権推進係長 稲葉 英夫

（市民課副主幹兼国民年金係長） （児童家庭課児童家庭係主査）

O児童家庭課主幹兼課長補佐・保育係長 藤島 さち子 契約管理課副主幹兼工事管理専門員 福永 秀樹

（介護保険課長補佐兼認定係長） （土木課副主幹兼建設第2係長）

0健康管理課主幹兼課長補佐・保健予防係長 吉田 恭松 0職員課副主幹兼給与係長（職員課給与係長） 織田 豊市

（健康管理課副主幹兼健康推進係長） 0市民税課長補佐兼市民税第2係長 白糸 紀俊

0農林課主幹兼農政係長 中須 恒孝 （市民税課市民税第2係長）

（農林課副主幹兼農産園芸係長） 市民税課副主幹 矢野 浩

0農林課主幹兼農産園芸係長 猪熊 正幹 （カルチャープラザのぺおか図書館副主幹）

（農林課副主幹兼畜産係長） 資産税課副主幹兼資産税第2係長（商業観光課長 斉藤 宗男

0農林課主幹兼課長補佐・林政係長 本部 慶一 補佐兼商業振興係長・中心市街地活性化推進室長補佐）

（農林課長補佐〔林政担当〕兼林政係長） 市民課副主幹兼窓口係長 木下 温志

農村整備課主幹兼課長補佐・管理係長 山田 敏男 （北浦町総合支所市民生活課長補佐兼市民係長）

（農村整備課主幹兼管理係長） 市民課副主幹兼東海支所長 興椙 次郎

0都市計画課主幹兼課長補佐〔事務担当〕・管理係長 日高 弘喜 （水道局業務課副主幹兼収納係長）

－花と緑のまちづくり推進室長補佐（企画課長補佐 0資源対策課長補佐兼事業係長（資源対策課事業係長） 乾 拓志

兼企画調整係長・地方拠点都市地域推進室長補佐 福祉課副主幹兼保護第3係長 溝田 輝男

－大学推進室長補佐） （資源対策課長補佐兼リサイクル推進係長）

区画整理課主幹兼課長補佐〔事務担当〕・管理係長 山部 美津弘 O介護保険課長補佐兼総務係長（介護保険課総務係長） 友清 明俊

（区画整理課主幹兼管理係長） 農村整備課副主幹兼農地整備係長 柳田 高志

（水道局施設課副主幹兼維持係長）
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O商業観光課長摘佐兼観光振興係長・中心市街地 浜松 泰宏 国民健康保険課総務係長 熊谷 俊一

活性化推進室長補佐（商業観光謀観光振興係長） （国民健康保険課納税係専門員）

工業振興課目j主幹兼企業立地係長 横山 陽 一 0生活環境課環境保全係専門員 安藤 陸行

（教委・総務課長補佐兼施設係長） （生活環境課環境保全係主査）

土木課長補佐〔伎術担当〕兼道路維持係長 山本 昌男 O資源対策課リサイクル推進係長 長納 行伸

（都市計画課副主幹兼街路係長） （市民課国民年金係主査）

都市計画課長補佐〔技術担当〕兼街路係長 原因 誠三 0 f店舗工場最終処分場建設推進係長 岸 達夫

（管理課副主幹兼工事管理専門員） （下水道課業務係主査）

0上下水道局下水道課長補佐兼建設係長 工藤 英文 0高齢者対策課地妓福祉係長 佐藤 純子

（下水道課建設係長） （福祉課保護第 1係主査）

議会事務局副主幹兼議事係長 宮田 佳司 介護保険課認定係長（介護保険課認定係専門員） 高久理恵子

（議会事務局副主幹兼調査係長） O健康管理課健康推進係長 竹井由美子

0議会事務局副主幹兼総務係長 本庄 俊博 （健康管理課健康推進係主査）

（議会事務局総務係長） 良林課畜産係長 工藤 博一

0教委・総務課長補佐兼施設係長（会計課出納係長） 宮 山 仲 （北浦町総合支所水産農林課林政係長）

学校教育課長補佐兼指導係長 宮 回 情 商業観光課商業振興係長 高村 英生

0文化課長補佐兼文化振興係長 大島 紀世子 （高齢者対策課地蟻福祉係長）

（生活環境課生活衛生係長） 0土木課管理係専門員（土木課管理係主査） 高田 健一

〈北浦町総合支所〉 土木課用地係長（高速道対策課用地第2係専門員 松田 雄三

地蛾振興課長補佐兼総務防災係長・商工観光係長 堀井 直弘 兼土地開発公社用地課用地係専門員）

（地蟻娠興課長補佐兼総務防災係長） 土木課建設第2係長（下水道謀計画係長） 窪田 保

0市民生活課長補佐兼市民係長 高 橋 修 土木課道路維持係専門員 江川 博司

（市民課窓口係主査） （区画整理課事業第2係専門員）

国民健康保健北浦診療所長補佐 井ノ口 佳河電品 都市計画課公園係長 黒木 操文

〈北jH町総合支所〉 （都市計画課公園係専門員）

地按振興課長補佐兼総務防災係長・商工観光係長 安藤 俊則 O都市計画課公園係専門員 鬼東 英俊

（総務課長補佐兼総務係長・消防防災係長） （都市計画課公園係主査）

税務課長補佐兼税務係長 一 宮 靖 0建築住宅課住宅係専門員 黒木 節雄

（地按振興課長補佐兼商工観光係長） （建築住宅課住宅係主査）

市民生活課長補佐兼国保年金係長・生活環境係長 井本 典昭 建築指導課審査係長（管理課工事管理専門員） 伊藤 裕章

（市民生活課長補佐兼国保年金係長） 上下水道局業務課総務係専門員 野下美智江

福祉保健課長補佐兼保健係長・介護保険係長 松本 生 幸 （下水道課管理係専門員）

（農業委員会事務局主幹） 上下水道局業務課収納係長（下水道課業務係長） 渡辺 信夫

農林課長補佐〔事務担当〕兼農村娠興係長 横山 吉弥 0上下水道局水道課工務係長 日吉 哲也

（地峨振興課長補佐〔事務担当〕兼畜産係長） （水道局施設課維持係主査）

農林課長補佐〔技術担当〕兼農村整備係長 大野 憲二郎 0上下水道局水道課維持係専門員 堀 川 勉

・農業委員会北川分室長補佐 （水道局施設課維持係主査）

（建設課長補佐兼農林整備係長） 0上下水道局下水道謀計画係長 甲斐 義人

北川教育課長補佐兼総務係長・社会教育係長 横山 文明 （下水道課維持係主査）

（北川教育課長補佐） 会計課出納係長（国民健康保険課総務係長） 柳田 久年

議会事務局政策・調査係長（議会事務局議事係長） 甲斐 俊二

【係長級】 社会教育課青少年家庭教育係長 中井 雄一

市民税課市民税第 l係長（福祉課保護第3係長） 松崎 祥 夫 ｜ （健康管理課保健予防係長）

0資産税課資産税第2係専門員 後藤 正剛 文化諜文化財係長 赤且 清次

（資産税課資産税第2係主査） （カルチャープラザのべおか図書館図書館サーピス係長）

市民謀管理係長（市民課窓口係長） 北林 健： カルチャープラザのべおか図書館図書館サービス係長今村 敦美

0市民課国民年金係長（市民課国民年金係主査） 高田 続二！ （社会教育課社会教育センタ一事業係長）
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く北浦町総合支所〉

O水産農林課林政係長

（農業委員会事務局農地係主査）

〈北川町総合支所〉

地域振興課地按振興係長（総務課財政管財係長）

地域振興課出納管理係長（総務課付）

市民生活課市民係長（市民生活課市民係長）

福祉保健課福祉係長（福祉保健課福祉係長）

農林課農政係長（地域振興課良政係長）

農林課林政係長（地域振興課林政係長）

建設課土木建築係長（建設課土木係長）

【主査級】

人権推進課人権推進係主査

（社会教育課青少年家庭教育係主査）

O職員課研修厚生係主査（職員課）

管財課管理係主査（管財課財産係主査）

資産税課資産税第1係主査

（高齢者対策課高齢者対策係主査）

資産税課資産税第2係主査（会計課審査係主査）

納税課納税第2係主査

（高齢者対策課地域福祉係主査）

O市民課管理係主査〈市民課）

市民課国民年金係主査

（国民健康保険課総務係主査）

0市民課国民年金係主査（社会教育課）

清掃工場最終処分場建設推進係主査

（清掃工場施設係主査）

0清掃工場建設室主査（清掃工場建設室）

高齢者対策課高齢者対策係主査

（北方町総合支所地域娠興課総務防災係主査）

福祉課保護第1係主査

（資産税課資産税第 l係主査）

0福祉課保護第1係主査（福祉課）

健康管理課保健予防係主査

（北川町総合支所福祉保険課）

O健康管理課健康推進係主査（健康管理課）

農林課農政係主査（建築住宅課住宅係主査）

O農林課林政係主査（農林課）

建築住宅課住宅係主査

（商業観光課観光振興係主査）

0建築住宅課設備係主査（建築住宅課）

高速道対策課建設推進係主査兼土地開発公社

用地課総務係主査（建築指導課開発指導係主査）

高速道対策課用地第 1係主査兼土地開発公社

用地課用地第 l係主査（都市計画課管理係主査）

lo高速道対策課用地第2係主査兼土地開発公社

政則｜ 用地課用地第2係主査（国民健康保険課）

0高速道対策課用地第2係主査（高速道対策課）

上下水道局業務課総務係主査

工藤 浩樹｜ （水道局業務課収納係主査）

上回

緒方裕而

水野伸朗

松田裕次

深田勇志｜上下水道局業務課収納係主査 山崎清文

原田 義浩｜ （カルチャープラザのぺおか図書館図書館サーピス係主査）

井本 成 夫 IO上下水道局業務課収納係主査（水道局業務課） 児玉 純郎

井本 治久 IO上下水道局水道課給排水係主査（下水道課） 甲斐 直義

渡辺 親弘｜ 上下水道局水道課工務係主査

赤木 靖明｜ （水道局施設課工務係主査）

上下水道局水道課維持係主査

（土木課道路維持係主査）

岩村 菊代｜ 上下水道局水道課維持係主査

（水道局施設課配水係主査）

丸山 奈緒美｜ 上下水道局水道課配水係主査

吉田 勝幸｜ （水道局施設課配水係主査）

池田 勝 彦 10上下水道局下水道課維持係主査（下水道課）

0上下水道局下水道課施設係主査（下水道課）

浜松 尚己｜ 農業委員会事務局農地係主査

柳田 秀一郎｜ （水道局業務課総務係主査）

0議会事務局政務・調査係主査（議会事務局）

児玉 栄代 10教委・総務課総務係主査（教委・総務課）

戸田 いづみ 10南幼稚園主査（南幼稚園）

0保健体育課スポーツ振興係主査（保健体育課）

甲斐 幸次 10文化課文化財係主査（文化課）

宮 園 浩｜ カルチャープラザのペおか図書館

図書館サービス係主査（農林課農政係主査）

工藤 敬 洋 10カルチャープラザのべおか図書館

千坂 恒利｜ 図書館サーピス係主査（図書館）

く北Jll町総合支所〉

那須 裕子｜ 地域娠興課商工観光係主査（総務課）

市民生活課生活環境係主査（市民生活課）

山本 栄作｜ 福祉保髄課介護保険係主査（福祉保健課）

茂 美 代 子 ｜ 建設課土木建築係主査（建設課）

子

祐

光

春

宝

二

文

京

艇

良

政

浩

好

杉

島

行

斐

瀬

田

上

中

加

森

甲

岩

花

【一般職員】

企画課（合併対策室）

II （合併対策室）

II （合併対策室）

II （介護保険課）

情報管理課（東海小学校）

契約管理諜（土木課）

II （総務課）

総務課（議会事務局）

II （下水道課）

II （清掃工場建設室）

溝田克弘

矢野信雄

川瀬良一

森崎義寛

松 井 清 俊

小 里 孝 次

森敬俊

神崎誠一郎

丸山真二

甲斐ひろ子

河野修

山田聡

池田次郎

興抱孝代

池田修

夏回晃孝

茂聖也

夏田正昭

吉岡修

戸 高 智 穂

安田貴久

丸山貴子

新名美代子

宮 田 史 子

見聞正嗣

高司輝美

吉岡秀晃

松田康寿



総務課（北浦町総合支所地域娠興課）

（市民課）

II （市民税課）

職員課（納税課）

民間企業派遣研修（総務課）

宮崎県派遣研修（北方町総合支所農林課）

宮崎県東京事務所派遣研修（資産税課）

管財課（資源対策課）

財政課（建築指導課）

市民税課（企画課）

II （総務課）

市民税課（北川町総合支所税務課）

資産税課（農村整備課）

II （総務課）

II （総務課）

納税課（学校教育課）

市民課（水道局業務課）

II （東海東小学校）

II （カルチャープラザのぺおか図書館）

伊形支所（国民健康保険課）

島浦支所（福祉課）

国民健康保険課（延岡小学校）

II （恒宮小学校）

II （健康管理課）

II （市民税課）

II ．（商業観光課）

II （伊形支所）

II （北川町総合支所福祉保健課）

広蟻連合派遣（市民税課）

資源対策課（児童家庭課）

清掃工場（下水道課）

II （生活環境課）

II （資源対策課）

清掃工場建設室（福祉課）

高齢者対策課（資産税課）

福祉課（資産税課）

JI （農林課）

JI （資産税課）

児童家庭課（巨富保育所）

II （土々呂保育所）

（職員課）” 
（北川町総合支所説務課）

介護保険課（南方小学校）

（企画課）

II （市民税課）

II （北川町総合支所総務課付）

児波仁

甲斐史恵

芳野知恵

茶木義博

甲斐正紀

菊池陽三

夏 田泰裕

児玉和雄

阿部洋子

工藤幸子

江川智絵

矢野大輔

竹内祐子

福滞竜太郎

上原麻衣子

吉田美紀

松 下深雪

新 名消子

清家誠郎

佐 藤由美子

甲斐 司

黒木リツ子

高田和子

甲斐恵美子

柳田裕美子

冨岡忠伸

興椙健治

積回明子

甲斐康之

内田康宏

山口智之

池田元洋

甲 斐一生

植 田敦宏

松 岡哲之

重黒木康恵

安田優子

吉 田昌史

美

里

司

紀

有

慎

回

蘇

木

松

年

鈴

本

斐

田

方

瀬

塚

甲

磯

緒

広

健康管理課（山下保育．所）

II （北川町総合支所福祉保健課）

（保健体育課）

農林諜（土木課）

II （北方町総合支所地域振興課）

II （情報管理課）

良村整備課（児童家庭課）

II （区画整理課）

II （土木課）

水産課（島間支所）

商業観光課（宮崎県派遣研修）

II （宮崎県物産振興センタ一派遣研修）

工業振興課（民間企業派遣研修）

土木課（都市計画課）

II （農村整備課）

II （納税課）

都市計画課（北川町総合支所総務課付）

JI （区画整理課）

II （農林課）

II （福祉課）

区画整理課（資産税課）

II （介護保険課）

II （北川町総合支所税務課）

II （北川教育課）

II （建築住宅課）

II （下水道課）

建築住宅課（下水道課）

II （区画整理課）

II （建築指導課）

建築指導課（納税課）

JI （建築住宅課）

上下水道局業務課（下水道課）

（保健体育課）

械 戸 智 子

小野泰代

野 高 朋 美

金子勝利

斧仲春

一宮麻里子

山本直美

新名岳史

川添聡臣

加行孝之

海 老 原 望

中 村 洋 志

宮田博徳

滑島康宏

諸問俳人

山口重樹

早 瀬 誠 一 郎

持原康弘

弓削突

永友孝生

日高正二

石井一成

森勝喜

松 本 哲 也

佐藤公一

児波祥朗

菊 池 新 吾

浜 口 英 章

吉 田 幸 史

太 田 久 美 子

工 藤 俊 一

山下速雄

桶ー海

上米良純

中野優

II （国民健康保険課）

（下水道課）

（介護保険課）

（下水道課）

（下水道課）

（情報管理課）

（下水道課）

（学校教育課）

山本陽一

井野正普

長友君人

松沢晃臣

中矢美由紀

下 本 達 朗

新名健一

野村道夫

山 田 国 利

久富康伸

河島一郎

，， 

II 吉 田光成

’E 

II 

II 

II 

II 

上下水道局水道課（水道局施設課）

（水道局施設課）

（水道局施設課）

II （下水道課）

（水道局施設課）

（水道局施設課）
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上下水道局水道諜（水道局施設課）

II （水道局施設課）

II （水道局施設課）

II （児童家庭課）

II （水道局施設課）

II （水道局施設課）

II （水道局施設課）

II （水道局施設課）

II （水道局施設課）

II 

II 

，， 

（水道局施設課）

（水道局業務課）

（水道局施設課）

II （水道局施設課）

上下水道局下水道課（建築住宅課）

II （都市計画課）

会計課〈北川町総合支所総務課付）

監査委員事務局（土木課）

議会事務局（管財課）

II （北川町総合支所総務課付）

学校教育課（財政課）

II （東小学校）

保健体育課（北浦教育課）

II （健康管理課）

II （北川町総合支所税務課）

社会教育課（土々自小学校）

II （北川町総合支所合併推進室）

カルチャープラザのべおか図書館（岡宮中学校）

II （管財課）

北浦教育課（保健体育課）

【北方町総合支所】

地蟻振興課（農林課）

II （議会事務局）

II （市民生活課）

市民生活課（農村整備課）

農林課（建設課兼水道局施設課北方分室）

II （福祉課）

II （市民生活課）

II （地域振興課）

建設課（水道局施設課工務係）

【北浦町総合支所】

地蟻振興課（納税課）

【北川町総合支所】

地峨振興課（総務課）

II （総務課）

II 

II 

II 

（総務課）

（総務課）

（総務課）

柳田弘

林田正春

甲斐一郎

峯崎順二

岡田勇一

柳田 信一郎

伊藤譲二

松山義秋

持原亜季

深江正勝

柳田利夫

牧野史和

佐藤規裕

田中巨幸

西国 孝司

矢野卓郎

小田浩二

宮川哲朗

佐保有香

田畑由紀

原因さゆり

松本賢男

永友見紗子

茂 佑亮

原田美代子

矢野修己

岩永みどり

佐藤吉子

財部証人

小野挙

岡田健一

甲佐香織里

太田佳弘

佐藤浩司

松田英輔

田口美紀

佐藤

甲斐

阿部

赤木

須藤

由紀

照生｜

点！

正久 i
克彦！

小野敬通

姻 田章子；

黒田 仲吾！

c: 

地成振興課（北JII教育課）

税務課（地減振興課）

市民生活課（市民生活課）

II （市民生活課）

福祉保健課（福祉保健課）

JI （福祉保健課）

良林謀（地域娠興課）

II （地峨振興課）

II （建設課）

II （建設課）

II （税務課）

II （税務課）

建設課（建設課）

II （税務課）

JI （会計室）

II （建設課）

II （建設課）

北川教育課（北川教育課）

II （北川教育課）

II （北川教育課）

II 

II 

（北川教育課）

（北川教育課）

【異動数 368人】

保育所等施設職員異動

山下保育所長・主査（児童家庭課）

長井保育所長・主査（長井保育所）

山下保育所（島浦保育所）

II （川中保育所）

川中保育所（東保育所）

II （職員課付）

土々呂保育所（中島保育所）

II （西階幼稚園）

恒富保育所（中島保育所）

東保育所（川中保育所）

島浦保育所（東保育所）

中島保育所（川中保育所）

II （山下保育所）

II （東保育所）

長井保育所（長井保育所）

II （長井保育所）

II （長井保育所）

II （長井保育所）

【異動数 1 8人】

小 野 裕 子

柳田竜則

岩佐聖子

赤木利克

甲斐恵里

小野亀

治久丸文蔵

広瀬淳二

矢野泰章

甲斐隆嗣

児 玉 国 繁

杉野孝行

小谷元昭

谷口亜虎

茂珠紀

岩佐正文

柴田圭

夏目ムツミ

矢野恵朗

後藤英之

北林千春

河野貞彦

甲斐朗美

安藤久美子

佐藤美恵子

渡部博子

長漬ちづ子

山田香代

迫田千波

岩永環

日吉信子

山本千穂子

甲斐純子

日 高 美 生 子

長田みどり

矢野宮代

津野礼子

永田千草

小谷優子

赤木裕美



【幼稚園教諭】

南幼稚閏（山下保育所）

西階幼稚園（総務課付・西階幼稚園）

総務課付・西階幼稚凶（南幼稚園）

【学校事務員】

南方小学校（旭小学校）

北方小学校（美々地小学校）

北方中学校（北方小学校）

【用務員】

恒宮小学校（旭中学校）

土々呂小学校（恒宮中学校）

旭中学校（土々呂中学校）

土々呂中学校（恒宮小学校）

【学校調理士】

延岡小学校（中島保育所）

岡宮小学校（南小学校）

旭小学校（ーケ岡小学校）

旭小学校（岡宮小学校）

南小学校（旭小学校）

南小学校（島野浦学校給食共同調理場）

緑ケ丘小学校（南浦地区学校給食共同調理場）

東小学校（南方小学校）

東海小学校（南浦地区学校給食共同調理場）

川島小学校（東小学校）

土々自小学校（伊形小学校）

南方小学校（東海小学校）

上南方小学校（島野浦学校給食共同調理場）

島野浦学校給食共同調理場（上南方小学校）

島野浦学校給食共同調理場（川島小学校）

国民健康保険課

疎 美智恵｜ 生活環境課

高橋 栄子｜ 福祉課

竹井 裕美子｜ 児童家庭諜

稲田千寿子

西村昭子

甲斐鶴美

姻田敏博

矢野 智

小野義秋

摘倉繁樹

黒田奈緒子

佐藤喜代美

高山千恵美

日高晴美

末長真里子

日高とよみ

花倉由美子

松田里香

宮田陽子

松田光代

児崎由紀美

川崎広子

小野知香子

甲 斐文子

中村加津代

介護保険課

平成 19年3月31日付 退職者

農林水産部長

上下水道部長兼水道局長

市民環境部副参事兼国民健康保険課長

市民環境部副参事兼クリーンセンタ一所長

市民環境部副参事兼生活環境課長

生活環境課交通安全対策監

福祉課長

建築指導課長

北方町総合支所税務課長

北浦町総合支所市民生活課長

北川町総合支所市民生活課長

下水道課長

社会教育課長

水道局業務課収納対策監

農村整備課主幹兼課長補佐・農地整備係長

都市計画課主幹兼管理係長

市民課1m主幹兼東海支所長

企画課統計係長

人権推進課人権推進係主査

市民課管理係主査

市民課記録係主査

山下保育所長・主査

農林課林政係主査

ーケ岡小学校（延岡小学校） 高浜 雅子

区画整理課事業第2係主査

監査委員事務局監査係主査

総務課

伊形小学校（緑ケ丘小学校） 山本 美恵子 クリーンセンタ一清掃工場

土々呂保育所北川町学校給食センター（北川町学校給食センター） 中野 聖子

II （長井保育所） 茂 世津代

II （北川町学校給食センター） 村田 智保

【異動数 30人】

農林課

土木課

北方町総合支所農林課

北川町総合支所総務課

カルチャープラザのぺおか図書館

平成 19年4月l日付 新規採用職員 1 l人 ｜ 西小学校

市民税課

’E 

資産税課

納税課

II 

市民課

重黒木ゆかり｜ 土々呂小学校．

清池 翼｜ 土々呂小学校

森杉 学｜ 北方中学校

岡田哲也

柴田一仁

甲斐智子．

7 

福宮香織

長友孝弘

兼蘇大樹

市 場 誠 章

森獄窓

37人

永田哲夫

田中賢幸

小泉末彦

安藤捻

久保常夫

今津浩

林田孝

松 井 憲 郎

川並聖一

木原一雄

安藤悦美

金子間太郎

鳥原陽子

甲斐哲也

平川順一

県水直雅

河合紘志

長友徳光

後藤三枝子

大沸j 千穂子

柳田順子

甲斐玲子

矢野文夫

森 章

下玉利昌代

和田敏明

黒木由尋

杉尾仁子

佐藤洋介

岩 切 勝 行

甲斐正子

夏田滋次

津隈京子

谷川英治

甲斐昭生

野上雅子

木俵潤子



異動総数 464人

内 保用 1 1人

退職 37人

市長部局 284人

外 島 132~ 

416人

0 役職別異動内訳（採用・退職除く）

（内昇任）

部長級 2人 ( 2人）

部次長級 7人 ( 7人）

課 長 級 47人 (1 7人）

課次長級 24人 (17人）

課長補佐級 34人 ( 1 l人）

係長級 39人 (14人）

主査級 46人 (2 0人）

一般職員 2 1 7人

416人 (8 8人）

。



平成 18年度定期人事異動発令（平成 18年4月 1日） ※ Oは昇任、 （ ）は前職

（部長級）

企画部長（商工部長） 中 嶋 弘｜ 良林課長（選挙管理委員会事務局長）

0総務部長（都市建設部次長兼土地開発公社事務局長） 後藤 和則｜ 商業観光課長兼中心市街地活性化推進室長

O市民環境部長（都市建設部副参事兼都市計画課長 柳田 米敏｜ （中心市街地活性化推進室中心市街地対策監）

・花と緑のまちづくり推進室長）

O福祉保健部長兼福祉事務所長

（福祉保健部副参事兼高齢者対策課長）

0農林水産部長（農林水産部副参事兼良林課長）

商工部長（市民環境部長）

都市建設部長（農林水産部長）

議会事務局長（企画部長）

0教育部長（水道局副参事兼業務課長）

0中心市街地活性化推進室中心市街地対策監

渡部 恭久｜ （教委・総務課主幹兼課長補佐・総務係長）

｜ 工業振興課長（保健体育課長）

永田 哲夫 10工業娠興課企業誘致対策監（総務課主幹兼課長補佐

飯干 泰志｜ ・総務係長・国際交流推進室長補佐）

沖米国 孝｜ 区画整理課事業推進対策監（工業振興課企業誘致

楠葉 秀三｜ 対策監）

由良 公明｜ 高速道対策課長兼土地開発公社用地課長

（商業観光課長兼中心市街地活性化推進室長）

水道局業務課長（介護保険課長）

遠藤 伸昭lo会計課長（財政課主幹兼課長補佐・財政係長）

（部次長級）

O企画部副参事兼管理課長（管理課長）

0市民環境部副参事兼クリーンセンタ一所長

（工業振興課長）

O市民環境部副参事兼国民健康保険課長

（国民健康保険課長）

0都市建設部次長兼土地開発公社事務局長

（高速道対策課長兼土地開発公社用地課長）

O都市建設部副参事兼土木課長・土地開発公社工務課長佐藤’ 勇介

（土木課長兼土地開発公社工務課長）

松本喜伴

黒木消

伊奈弘行

甲斐隆治

佐藤憲史

小島章一

酒井修平

谷口秀樹

伊東浩一

安 藤 誌｜ 選挙管理委員会事務局長（区画整理課事業推進対策監）岡田 孝志

農業委員会事務局長（市民税課長） 馬渡 逸夫

小泉 末彦 10教養・総務課長（職員課主幹兼課長補佐・人事係長） 高浜 公普

鎌倉学

0保健体育課長（保健体育課主幹兼課長補佐

・スポーツ振興係長）

Oカルチャープラザのぺおか図書館長（カルチャー

プラザのベおか図書館主幹兼館長補佐・管理係長）

O都市建設部副参事兼都市計画課長 甲 斐敬三 く北方町総合支所〉

－花と緑のまちづくり推進室長（児童家庭課長） ｜ 地域娠興課長（北方町総合支所総務課長）

Oカルチャーゾーン担当副参事 飯干 貞人｜ 地域振興課地減振興対策監

兼カルチャープラザのぺおか館長（会計課長） ｜ （北方町総合支所企画開発課長）

北方町総合支所次長（カルチャーゾーン担当副参事 児玉 憲幸｜ 地域娠興課出納管理監兼出納管理係長

兼カルチャープラザのベおか館長） ｜ （北方町総合支所出納室長）

0北浦町総合支所次長（教委・総務課長） 寿崎 幸憲｜ 税務課長（北方町総合支所税務課長）

｜ 市民生活課長（北方町総合支所市民生活課長）

（課長級） ｜ 福祉保健課長（北方町総合支所福祉保健課長）

O企画課行政経営対策監 青井 雄 二 ｜ 農林課長兼農業委員会北方分室長

（土木課主幹兼課長補佐・管理係長） ｜ （北方町総合支所農政課長兼農業香員会付課長）

0防災推進室長（下水道課主幹兼課長補佐・計画係長） 野々下 博司｜ 農林課農村娠興対策監（北方町総合支所林政課長）

O職員課職員研修対策監兼課長補佐・研修厚生係長 馬見塚 保宏｜ 農林課地籍調査対策監兼地籍調査係長

（総務課主幹兼秘書係長） ｜ （北方町総合支所地籍調査室長）

0市民税課長

（市民税課主幹兼課長補佐・市民税第 1係長）

清掃工場建設室長（清掃工場建設準備室長）

0高齢者対策課長（高齢者対策課主幹兼課長補佐

・高齢者対策係長）

児童家庭課長（合併対策室長）

O介護保険課長（介護保険課主幹兼課長補佐

－総務係長）

石田 道明

太田 素

郎

信

棚
、
道

見

田
高

吉

甲斐日出男

川並聖一

柴田英雄

藤本博明

大村 望

柳田 実

松田俊介

岩 村 茂｜ 建設課長兼水道局施設課北方分室長

（北方町総合支所土木課長）

浦田 正一｜ 建設課建設管理監兼土木建築係長 佐藤友洋

佐藤 和郎｜ （北方町総合支所土木課参事兼課長補佐・管理係長）

佐藤久男

カルチャープラザのべおか図書館北方分館長（北方 甲斐 淳一

吉阿 武彦 l 学校教育課長兼北方町学校給食センタ一所長）

中村慎二



北方教育課長兼北方町学校給食センタ一所長 緒方 尚志 10農村整備課主幹兼管理係長 山 田 敏男

（北方社会教育課長兼カルチャープラザのぺおか （農村整備課副主幹兼管理係長）

、図書館北方分館長） lo水産課主幹兼課長補佐・水産娠輿係長 山 崎 宏

（水産課長補佐兼水産振興係長）

く北浦町総合支所〉
土木課主幹兼課長補佐〔技術担当〕 ・道路維持係長 上杉 幸康

地按振興課長（北浦町総合支所総務課長） 大野 光裕
（土木課主幹兼道路維持係長）

地按振興課地域振興対策監兼商工観光係長 甲斐 棋窓 0土木課主幹兼用地係長（土木課副主幹兼用地係長） 日高 淳三

（北浦町総合支所会計課長） 区画整理課主幹兼課長補佐・指導係長 馬原 誠司

0税務課長（健康管理課主幹兼課長補佐） 稲 垣 敬 （区画整理課主幹兼課長補佐・計画係長）

市民生活課長（北浦町総合支所市民生活課長） 木原 一雄 0区画整理課主幹兼管理係長 山部美津弘

福祉保健課長（北浦町総合支所北浦教育課長） 北林 照治
（児童家庭課副主幹兼保育係長）

水産農林課長兼農業委員会北浦分室長 日高 広道 0都市計画課主幹兼管理係長 黒水 直雅

（北浦町総合支所水産農林課長） （都市計画課副主幹兼管理係長）

水産農林課水産援興対策監（北浦町総合支所 西村 伸博 下水道課主幹兼課長補佐・管理係長 高久宏一郎

企画観光課長） （消防本部総務課主幹兼課長補佐・経理係長）

建設課長兼水道局施設課北浦分室長 内田 千博 水道局施設課主幹兼給水係長 権 藤 久人

（北浦町総合支所建設課長） （農村整備課主幹兼地籍調査係長）

北浦教育課長兼北浦町学校給食センタ一所長 太田尾 博 0水道局業務課主幹兼課長補佐・総務係長 西 哲郎

（北浦町総合支所税政保険課長） （水道局業務課長補佐兼総務係長）

国民健康保険北浦診療所長 長 回 淳 0農業委員会事務局主幹兼局長補佐・農政係長 小 野 秀雄

（国民健康保険北浦診療所長） （農業委員会事務局長補佐兼農政係長）

国民健康保険北浦診療所事務長 福島 定治 0保健体育課主幹兼課長補佐・保健給食係長 佐藤 賢了

（国民健康保険北浦診療所事務長） （保健体育課副主幹兼保健給食係長）

0カルチャープラザのべおか図書館主幹兼館長補佐・ 山部 真澄

（課次長級） 管理係長（生活環境課副主幹兼交通安全対策係長）

0総務課主幹兼課長補佐・総務係長・国際交流 甲斐 研二

推進室長補佐（総務課副主幹兼文書法規係長） （課長補佐級）

0総務課主幹兼広報係長 松田 福義 C企画課副主幹兼広按行政係長（企画課広成行政係長） 穴井 誠二

（議会事務局副主幹兼調査係長） C防災推進室長補佐兼防災係長 小村 周司

0財政課主幹兼課長補佐・財政係長 岡川 秀敏 （生活環境課環境保全係主査）

（財政課副主幹兼財務調査係長） 職員課付副主幹〔国民健康保険課副主幹兼総務係長〕 佐藤 真

0職員課付主幹（職員課付係長） 原岡 秀樹 職員課付副主幹〔社会福祉協議会〕 末長 富雄

納税課主幹兼課長補佐・特別収納係長 西村 繁光 （北方町総合支所企画開発課）

（納税課主幹兼課長補佐）
職員課付副主幹〔社会福祉協議会〕 川崎 福吉

国民健康保険課主幹兼課長補佐・賦課係長 佐藤 博己 l （教育課）

（建築住宅課主幹兼課長補佐・住宅係長） 管財課長補佐兼管理係長（管財課副主幹兼管理係長） 玉利宮士夫

0生活環境課主幹兼交通安全対策係長 松崎 哲也 C市民税課長補佐兼市民税第l係長 甲斐 敏信

（市民課副主幹兼伊形支所長） （市民税課市民税第2係長）

健康管理課主幹〔救急医療担当〕兼課長補佐 山田 克己 C資産税課副主幹兼資産税第2係長 後藤 稔宜

（会計課主幹兼課長補佐・審査係長） （資産税課資産税第2係長）

0高齢者対策課主幹兼課長補佐・高齢者対策係長 宇和田光洋 C納税課副主幹兼納税第2係長（納税課納税第2係長） 鉾之原 忍

（職員課副主幹兼研修厚生係長） C市民課副主幹兼国民年金係長（市民課国民年金係長） 橋倉 品子

0農林課主幹兼課長補佐・農政係長 松田 多喜男 国民健康保険課副主幹兼納税係長 北尾 新吉

（農林課副主幹兼農政係長） （国民健康保険課長補佐兼納税係長）

0農村整備課主幹兼課長補佐・農地整備係長 平 川 順一 清掃工場建設室長補佐〔事務担当〕 山田 和美

（農村整備課長補佐兼土地改良係長） （清掃工場建設準備室長補佐）
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清掃工場建設室長補佐〔技術担当〕 小野 正勝 北浦町総合支所地域振興課長補佐兼総務防災係長 堀井 直弘
（建築住宅課長補佐兼工務係長） （北浦町総合支所総務課）

児童家庭課長補佐兼保育係長 要f 下 忠 北浦町総合支所税務課長補佐兼税務係長 戸高 善明
（児童家庭課長補佐兼障害福祉係長） （北浦町総合支所税政保険課）

C児童家庭課副主幹兼児童家庭係長 山本 雅浩 北浦町総合支所市民生活課長補佐兼市民係長 木下 温志
（児童家庭課児童家庭係長） （北浦町総合支所建設課）

C介護保険課長補佐兼認定係長（介護保険課認定係長） 藤島 さち子 北浦町総合支所福祉保健課長補佐兼福祉係長 西 繁

農林課長補佐〔林政担当〕兼林政係長 本部 慶一 （北浦町総合支所市民生活課）

（農林課長補佐兼林政係長）
北浦町総合支所水産農林課長補佐兼良政係長・ 長瀬 建策

C土木課長補佐〔事務担当〕兼管理係長 農業委員会事務局北浦分室長補佐

（健康管理諜保健予防係長） （北浦町総合支所水産農林課）

C土木課副主幹兼建設第2係長（土木課建設第2係長） 福永 秀樹 C北浦町総合支所建設課長補佐兼下水道係長・ 吉田 正明

C都市計画課副主幹兼街路係長（都市計画課街路係長） 山本 昌男 水道局北浦分室長補佐・北浦簡易水道係長

区画整理課副主幹兼事業第2係長 松本 幸久 （水道局施設課給水係長）

（下水道課副主幹兼施設係長） 国民健康保険北浦診療所副所長
回 竜

C建築住宅課長補佐兼設備係長（建築住宅課設備係長） 甲斐 泰文 l （国民健康保険北浦診療所）

高速道対策課副主幹兼用地第2係長・土地開発公社 松尾 雅敏 国民健康保険北浦診療所事務長補佐兼管理係長 中村 文彦

用地課副主幹・用地第2係長（管財課長補佐兼財産係長） （北浦町総合支所市民生活課）

水道局業務課副主幹兼収納係長 興椙 次郎 教育委員会北浦教育課長補佐兼総務係長 脇坂 光則

（水道局業務課副主幹兼営業係長） （教育課）

C会計課長補佐兼審査係長（納税課納税第l係長） 松 JC 剛

C監査委員事務局長補佐兼監査係長 中 野 淳

（区画整理課管理係長） （係長級）

C援会事務局副主幹兼調査係長（議会事務局総務係長） 宮田 佳司 C管理課工事管理係専門員（建築指導課審査係主査） 伊藤 裕章

C教委・総務課長補佐兼施設係長 横山 陽一 C総務課文書法規係長〈総務課文書法規係主査） 日 高 孝則

（教香・総務課施設係長）
II 秘書係長（総務課広報係長） Jll 島 登

保健体育課副主幹兼スポーツ振興係長 高橋 職員課人事係長（職員課人事係専門員 村松 康成

（合併対策室長補佐） 〔人事組織担当〕）

北方町総合支所地峨娠興課長補佐兼地按娠興係長 甲斐 克則 IC管財課財産係長（管財課財産自） 稲田 孝幸

（北方町総合支所総務課） 財政課財務調査係長（下水道課管理係長） 有野 公教

北方町総合支所税務課長補佐兼税務係長 藤田 市民税課市民税第2係長（水道局業務課収納係長） 白糸 紀俊

（北方町総合支所林政課） 市民税課市民税第2係専門員 浅 野 繁

北方町総合支所市民生活課長補佐兼生活環境係長 吉岡 誠次 l （市民税課市民税第l係専門員）

（北方町総合支所福祉保髄課） IC資産税課資産税第 1係専門員 工藤 博

北方町総合支所福祉保健課長補佐兼福祉係長 古谷 （資産税課資産税第l係主査）

－介護保険係長（北方町総合支所税務課） 納税課納税第1係長（納税課納税第2係専門員） 伊東 範宏

北方町総合支所農林課長補佐〔事務担当〕兼農政係長甲 斐 誠 市民課窓口係長（納税課納税第2係専門員） オヒ 林 健

・農業委員会事務局北方分室長補佐 II 記録係長（島浦支所長） 津山 良 二

（北方町総合支所市民生活課） C伊形支所長（伊形支所主査） 牧野 正範

北方町総合支所農林課長補佐〔技術担当〕兼林政係長酒 井 島浦支所長（市民課記録係長） 吉岡 真 司

・農村整備係長（北方町総合支所農政課） 国民健康保険課総務係長（国民健康保健課賦課係長） 柳田 久年

北方町総合支所建設課長補佐兼下水道係長・水道局 平 川 順一 C生活環境課交通安全対策係専門員 佐藤 幸一

施設課北方分室長補佐・北方簡易水道係長 （生活環境課交通安全対策係主査）

（北方学校教育課） C資源対策課調査指導係長（資源対策課） 松本 延命

北方教育課長補佐兼総務係長 鬼塚 児童家庭課陣害福祉係長（児童家庭課陣害福祉係 田 村 泉

（北方社会教育課） 専門員）

C介護保険課総務係長（介護保険課総務係主査） 友消 明俊
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C ” 認定係専門員（介護保険課認定係主査） 高久 理恵子

健康管理課保健予防係長（市民課窓口係長） 中井雄一

。農村整備課地籍調査係長（良村整備課地籍調査係主査）田中 勝美

c II 農村計画係長（下水道課建設係主査） 土手 健二

土木課建設第1係長（下水道課建設係長） 甲斐 久敏

C都市計画課公園係専門員（都市計画課公園係主査） 黒木 操文

C区画整理課事業第 1係長（区画整理課計画係主査） 片伯部光太郎

区画整理課事業第2係専門員 江川博司

（区画整理課事業係専門貝）

C建築住宅課住宅係長（建築住宅課住宅係主査） 竹 井礼蔵

t’ 水産農林課良村整備係長

（北浦町総合支所建設課）

II 水産農林課林政係長

（北浦町総合支所総務課）

II 水産農林課水産娠興係長

（北浦町総合支所税政保険課）

ρ 建設課土木建築係長

（北浦町総合支所建設課）

国民健康保険北浦診療所看護係長

（国民健康保険北浦診療所）

II 工務係長（管理課工事管理係専門員） 佐藤 宏一郎｜ 北浦教育課社会教育係長（北浦町総合支所建設課）

高速道対策課建設推進係専門員兼土地開発公社

用地課総務係専門員（清掃工場建設準備室専門員）

桶 ロ目義

c II 用地第2係専門員兼土地開発公社用地課 松田 雄三｜ （主査級）

用地第2係専門員（高速道対策課用地第 1係主査） ｜ 企画課統計係主査

下水道課建設係長（区画整理課事業係長）

c II 管理係専門員（下水道課管理係主査）

c II 施設係長（農林課畜産係主査）

c II 計画係長〈下水道課計画係主査）

C水道局業務課営業係長（水道局業務課営業係主査）

議会事務局総務係長（高速道対策課用地第2係長

兼土地開発公社用地課用地第2係長）

C教委・総務課総務係長（教委・総務課総務係主査）

北方町総合支所地践娠興謀総務防災係長

（北方町総合支所総務課）

工藤英文
（社会教育課社会教育センタ一事業係主査）

野下 美智江｜ 管理課用度係主査（工業振興課工業銀興係主査）

河野 裕一 IC総務課秘書係主査（総務課）

窪 田 保 IC財政課財政係主査（財政課）

甲斐 哲生 IC市民課管理係主査（市民課）

本 庄俊博 II 窓口係主査（水道局業務課収納係主査）

II 国民年金係主査（建築住宅課住宅係主査）

尾畑 教秋 IC国民健康保険課総務係主査（国民健康保険課）

甲斐 喜代志｜ 生活環境課環境保全係主査

｜ （資産税課資産税第1係主査）

佐藤久仁夫

工藤博一

河野宮一

猪股信彦

星川千鶴代

佐藤勲

。新国民子

松尾美都子

栗田哲郎

蹄藤章二

大測千穂子

高橋修

高田厳二

甲斐国雄

安藤隆行

II 地域振興課商工観光係長 花畑 和 子 IC資源対策課リサイクル推進係主査（資源対策課） 蓑回 範夫

（北方町総合支所福祉保健課） C清掃工場施設係主査（清掃工場） 工藤 幾晴

II 市民生活課市民係長 柳田 初代｜ 児童家庭課陣害福祉係主査（学校教育課管理係主査） 児崎 文昭

（北方町総合支所市民生活課） C介護保険課総務係主査（介護保険課）

II 市民生活課国保年金係長 佐藤 亮子le農林課林政係主査（農林課）

（北方町総合支所福祉保健課） C農村整備課管理係主査（農村整備課）

II 福祉保健課保健係長（北方社会教育課）山内 邦子 IC II 地籍調査係主査（農村整備課）

E’ 農林課農村鋸興係長 平川 千里 IC商業観光課観光仮興係主査（商業観光課）

（北方町総合支所農政課） C土木課管理係主査（土木課）

北方教育課社会教育係長（北方町総合支所企画開発課）春田 清子｜ II 用地係主査（農業委員会事務局農地係主査）

北浦町総合支所地減振興課地域振興係長 工藤 晃二 IC都市計画課計画係主査（都市計画課）

（北浦町総合支所企画観光課）
区画整理課事業第2係主査（農林課林政係主査）

II 地峨振興課出納管理係長 山口 孝子leII 指導係主査川道課）

（教育課） C建築指導課開発指導係主査（建築指導課）

II 市民生活課国保年金係長 小西 あや｜ 下水道課建設係主査（水道局施設課工務係主査）

（北浦町総合支所会計課）
II 建設係主査（土木課建設第2係主査）

II 市民生活課生活環境係長

（北浦町総合支所企画観光課）

木原 章男le,, 施設係劃建築間）

水道局業務課収納係主査（市民課記録係主査）

II 福祉保健課保健係長 工藤 定子 IC選挙管理委員会事務局選挙係主査

（北浦町総合支所市民生活課）
（選挙管理委員会事務局）

II 福祉保健課介護保険係長 梅田 勝徳｜ 監査委員事務局監査係主査（会計課出納係主査）

（北浦町総合支所市民生活課）

渡 部 久 人

福良剛

染矢俊二

甲斐憲一

蘇政春

中川真一

那須峰夫

楠生修

酒井美記夫

太田尾卓雄

岩瀬浩二

原修司

永野浩

福田義人

松田裕次

官永栄二

池田優子



農業委員会事務局良地係主査

（良村整備課地籍調査係主査）

C教委・総務課施設係主査（教委・総務課）

学校教育課管理係主査（土木課管理係主査）

Cカルチャープラザのベおか図書館管理係主査

（カルチャープラザのベおか図書館）

北方町総合支所地按振興課総務防災係主査

（消防本部総務課総務係北方分駐所主査）

北方町総合支所地焼振興課総務防災係主査

（北方町総合支所総務課）

II 税務課税務係主査

（北方町総合支所税務課）

北方教育課総務係主査（北方学校教育課）

II 社会教育係主査（北方社会教育課）

北浦町総合支所地核振興課総務防災係主査

（北浦町総合支所総務課）

II 水産農林課林政係主査

（北浦町総合支所水産農林課）

（一般職員）

企画課（合併対策室）

II （工業振興課）

II （商業観光課）

II （国民健康保険課）

情報管理課（土木課）

II （合併対策室）

総務課（管財課）

II （資源対策課）

II （宮崎県派遣研修）

II （生活環境課）

防災推進室（総務課）

II （北方町総合支所総務課）

職員課（納税課）

宮崎県派遣研修（児童家庭課）

民間企業派遣研修（財政課）

（財）宮崎県市町村振興協会派遣（市民課）

管財課（資源対策課）

II （資源対策課）

II （東海小学校）

II （土木課）

財政課（児童家庭課）

市民税課（国民健康保険課）

II （管理課）

II （北方町総合支所税務課）

資産税課（総務課）

JI （市民課）

上 国政 則 JI （北浦町総合支所税政保険課）

II （北方町総合支所福祉保健課）

吉田 宏喜l納税課（西階幼稚国）

甲斐義孝

大村恵子

薬師寺忠紹

千夜恒利

田島栄子

田遺 睦美

小野信彦

木原倉道

児島利久

戸高智穂

杉 田清志

渡辺陽二郎

岩尾獄治

田 上誠

山口一彦

和田敏明

甲斐賢治

深田貴彦

福滞竜太郎

野々垣浩二

宮 高 誠

松田経樹

海老原望

宮田博徳

春山貴嗣

佐藤康博

村 岡 隆

吉田正直

甲斐祐逸

藤島康行

甲斐清香

柳 田裕美子

橋本大貴

黒 木秀孝

菊池由紀

5 

II （北浦町総合支所税政保険課）

II （消防第2課）

II （資産税課）

II （北方町総合支所土木課）

II （北方町総合支所出納室）

市民課（南小学校）

II （上南方幼稚闘）

II （市民税課）

伊形支所（市民課）

国民健康保険課（北浦町総合支所税政保険課）

II （教委・総務課付（南幼稚園））

II （学校教育課）

II （介護保険課）

II （消防第1課）

II （健康管理課）

II 〈高齢者対策課）

II （北方町総合支所福祉保健課）

資源対策課（企画課）

清掃工場（土木課）

II （資源対策課）

清掃工場建設室（清掃工場建設準備室）

II （清掃工場建設準備室）

II 〈土木課）

高齢者対策課（健康管理課）

福祉課（資源対策課）

II （北方町総合支所市民生活課）

II （市民税課）

児童家庭課（健康管理課）

II （資源対策課）

II （下水道課）

II （市民課）

介護保険課（健康管理課）

II （納税課）

II （北方町総合支所福祉保健課）

健康管理課（北浦町総合支所市民生活課）

II 

II 

II 

（北方町総合支所福祉保健課）

（北浦町総合支所市民生活課）

（児童家庭課）

II （北方町総合支所福祉保健課）

II （北浦町総合支所市民生活課）

農林課（区画整理課）

II （区画整理課）

II （福祉課）

農村整備課（資源対策課）

木下次代

後蔭智幸

甲斐真裕美

水田克典

岩切章太郎

小野~

甲斐正郎

遠田奈都美

岡田新子

大崎みね子

松井宏紀

興椙髄治

米田藤乃

工量産 蒋香子

川本真也

岩尾陽子

貫隆彦

日高裕子

鈴木豊光

大賀英明

馬服一郎

工藤孝浩

構逼貴幸

工藤敬洋

松田康舟

量産川 直也

河野葉子

宮 高 俊 明

工藤健次

赤星光昭

熊谷菜硝子

金丸雅彦

友井祐史

矢 山 亜 衣

有川文美

山本円

黒木由紀子

児島典子

緒方由美

中田佳子

見 附 香 世

柳田佳代

内田美帆

柳 田 伸 晃

加行良光

重本向範

吉田裕一



商業観光課（企画課）

工業振興課（合併対策室）

II （民間企業派遣研修）

土木課（下水道課）

II （資源対策課）

II （資源対策課）

II （高速道対策課兼土地開発公社用地課）

II （資源対策課）

II （都市計画課）

II （下水道課）

II （都市計画課）

II （資源対策課）

II （資源対策課）

II （資源対策課）

II （資源対策課）

II （資源対策課）

JI （資源対策課）

都市計画課（資源対策課）

JI （国民健康保険課）

区画整理課（土木課）

JI （土木課）

建築住宅課（下水道課）

II （土木課）

JI （福祉課）

II 

JI 

（市民税課）

（福祉課）

建築指導課（職員課付）

II （建築住宅課）

II （資源対策課）

高速道対策課兼土地開発公社用地課（土木課）

JI （恒宮中学校）

下水道課（水道局業務課）

II （水道局施設課）

II （総務課）

II （国民健康保険課）

II （土木課）

水道局業務課（農林課）

JI （納税課）

II （資源対策課）

水道局施設課（下水道課）

II （土木課）

JI （土木課）

会計課（土木課）

監査委員事務局（北方町総合支所福祉保健課）

教委・総務課（社会教育課）

学校教育課（合併対策室）

社会教育課（恒宮幼稚園）

佐藤欣司

式地香織

高本健太

大平誠司

金子勝利

北林 嗣敏

工藤靖治

池田芳孝

黒木紀行

上杉耕市

福島晴紀

佐伯博司

坂本英樹

藤 川品啓

山 形健二

鹿本尚樹

深田崇岐

滑島康宏

黒木紀子

新名岳史

三 村剛功

甲斐 宝

黒木浩二

児玉高通

尾畑知子

清本公義

阿部洋子

竹内順二

谷川｜ 功一

・柳田 幸男

東崎豊

山下速雄

戸 田義孝

上杉憲広

渡部貞陽

竹内一博

岩切昌三

桑 鶴直枝

山口雄司

岡田勇一

伊 藤譲二

松山義秋

山 本洋美

西本守男

丸山真二

竹光俊司

中山なを子

c 

II （介護保険課） 佐藤幸恵

北方町総合支所地成振興課（北方町総合支所総務課） 甲斐 芳正

II （北方町総合支所総務課） 吉岡 修

II （北方町総合支所企画開発課） 斧 仲 春

II （北方町総合支所企画開発課） 佐藤 由紀

北方町総合支所税務課（北方町総合支所企画開発課） 緒方 基信

北方町総合支所市民生活課（北方町総合支所良政課） 黒木 政良

II （北方学校教育課） 田口 美．紀

II （北方町総合支所市民生活課） 甲佐 香織里

北方町総合支所福祉保健課（北方学校教育課） 吉岡いつ子

II （北方町総合支所福祉保健課） 川並 智子

II （農業委員会事務局） 酒井 幸子

北方町総合支所農林課兼農業委員会事務局 甲斐 正子

北方分室（北方町総合支所林政課）

北方町総合支所農林課（北方町総合支所農政課）

II 

E’ 
II 

II 

II 

（北方町総合支所土木課）

（北方町総合支所総務課）

（北方町総合支所林政課）

（北方町総合支所農政課）

（北方町総合支所土木課）

II （北方町総合支所林政課）

II （北方町総合支所地籍調査室）

北方町総合支所建設課（北方町総合支所林政課）

II （北方町総合支所総務課）

II 

JI 

（北方町総合支所農政課）

（北方町総合支所土木課）

小野挙

甲斐敏弘

甲 斐 啓 二

松井康

菊池陽三

後藤誠一郎

山 内 大 輔

山田誠

林田幸夫

甲斐留美

甲斐真

中島真吾

北方町総合支所建股課（北方町総合支所市民生活課） 佐藤 浩司

北方町総合支所建設課兼水道局施設課北方分室 日高 範孝

（北方町総合支所福祉保健課）

北方町学校給食センター（北方学校給食センター） 新本 まり子

II （北方町総合支所税務課） 高見 慎吾

北浦町総合支所地域振興課（北浦町総合支所総務課） 築 由美子

E』 （北浦町総合支所企画観光課） 申 田 利奈

JI （北浦町総合支所市民生活課） 高橋 亜由美

II （北浦町総合支所総務課） 字戸田 大悟

II （北浦町総合支所総務課） 児浪 仁

II （北浦町総合支所企画観光課） 天野 善昭

北浦町総合支所税務課（北浦町総合支所水産農林課） 松井 富久美

II （北浦町総合支所税政保険課） 木下 ル リ

北浦町総合支所市民生活課（北浦町総合支所市民

生活課）

小野治

II （北浦町総合支所市民生活課） 中西 希実

北浦町総合支所福祉保償課（教育課）

II （介護保険課）

北浦町総合支所水産農林課

（北浦町総合支所水産農林課）

児 島 真 理

安藤翠

河野初憲



北浦町総合支所水産農林課兼良業委員会事務局

北浦分室（北浦町総合支所水産農林謀）

甲斐 孝太郎｜ II （川中保育所）

北浦町総合支所建設課（北浦町総合支所建設課） 工藤隆信

II （北浦町総合支所税政保険課） 三山 ゆかり

II （北浦町総合支所建設課） 小 野 洋平

北浦町総合支所建設課兼水道局施設課北浦分室 中村健次郎

（北浦町総合支所市民生活課）

国民健康保険北浦診療所（国民健康保険北浦診療所） 今津 朋子

II （国民健康保険北浦診療所） 稲 田 恵美

II （国民髄康保険北浦診療所） 植田 佐代子

II （国民健康保険北浦診療所） 工藤 章子

II （国民健康保険北浦診療所） 申田 雅美

II （国民健康保険北浦診療所） 森 悦 子

II （国民健康保険北浦診療所） 植林 美由紀

北浦教育課（国民健康保険北浦診療所）

II （教育課）

II （教育課）

【異動数 408人】

保育所等施設職員異動

土々呂保育所長・主査（南保育所）

東保育所長・主査（ーケ阿保育所）

島浦保育所長・主査（東保育所）

中島保育所長・主査（土々呂保育所）

山下児童館長・主査（中島保育所）

C中島児童館長・主査（島浦保育所）

山下保育所（東保育所）

II （土々 呂保育所）

II （土々 呂保育所）

川中保育所（ーヶ阿保育所）

II （ーヶ阿保育所）

II （中島保育所）

II （南保育所）

土々呂保育所（中島児童館）

長 瀬美佐子

太 田尾崎子

松本賢男

田中幸子

大 脇きよ子

吉村富栄

池田順子

松 本まゆみ

島田優子

畑田道子

長田みどり

児島史絵

松尾清子

和田美智子

矢野修子

吉永文代

曽根崎明子

島浦保育所（南保育所）

中島保育所（山下保育所）

II （南保育所）

II （ーヶ阿保育所）

胤峰保育園（恨峰保育問）

II （北方学校教育課）

【異動数 30人】

（幼稚園教諭）

西階幼稚園（恒富幼稚園）

II （恒富幼稚園）

II （総務課付・上南方幼稚園）

II （上南方幼稚園）

ことばの教室（上南方幼稚園）

総務課付・西階幼稚園（恒宮幼稚園）

北方幼稚園（北方学校教育課）

II （北方町総合支所福祉保健課）

北浦幼稚園（北浦幼稚閏）

II （北浦幼稚園）

（学校事務員）

南小学校（土々呂中学校）

東海小学校（児童家庭課）

伊形小学校（熊野江中学校）

北方小学校（北方小学校）

美々地小学校（北方学校教育課）

岡宮中学校（東海小学校）

土々呂中学校（伊形小学校）

熊野江中学校（業務課）

北方中学校（北方学校教育課）

（用務員）

岡宮小学校（岡宮中学校）

II （南保育所） 黒木 直美｜ 旭小学校（資源対策課）

II （恒宮保育所）

II （南保育所）

恒富保育所（山下児童館）

II （ーヶ岡保育所）

II （ーヶ岡保育所）

東保育所（南保育所）

II （ーヶ岡保育所）

II （中島保育所）

年森有里

安藤江理子

甲斐幸 枝

大久保麻紀

中尾仁美

山下洋子

南小学校（資源対策課）

東海小学校（上南方小学校）

川島小学校（資源対策課）

港小学校（資源対策課）

名水小学校（東海中学校）

上南方小学校（資源対策課）

三島 美保子｜ 恒富中学校（資源対策課）

矢野 美恵｜ 東海中学校（南小学校）

7 

松 田 利 忠

吉田裕子

河野成美

松田有紀

黒田奈緒子

築田願子

小 島 伸 子

佐藤登美子

尾崎宮子

沖田智代美

床波雅子

甲斐朱観

高 橋 栄 子

黒田紀代美

甲斐留利子

猪股さよみ

日高美智子

林田洋子

新名美代子

山崎美重子

甲斐鶴美

西村昭子

岩永みどり

広 松 純 子

窪田了子

木 俵 潤 子

浅野賢治

竹尾 孝

加藤光譲

渡部利一

甲斐久年

佐野征史郎

甲斐広重

矢部正美

矢野 智

白石巳喜男



三川内中学校（北浦中学校） 木原八寿子 建築指導課 西 倫 子

高速道対策課用地第2係主査 甲斐 典洋

水道局施設課 松田 恵利

（学校調理士） 岡宮中学校 日高 昭代

岡宮小学校（東海東小学校） 佐藤 由紀 川島小学校 三輪 澄夫

恒宮小学校（東小学校） 柳 田 洋子 名水小学校 山内 民弥

恒宮小学校（川島小学校） 岩切美智代 岡宮小学校 佐藤 勝行

西小学校（岡宮小学校） 佐藤 恵子 旭小学校 新名 高

西小学校（山下保育所） 山田 賀子 北方町総合支所税務課徴収係長 岸田 勝美

－南小学校（東海小学校） 中山 英子 国民健康保険北浦診療所 脇坂ヤヨイ

緑ケ丘小学校（島浦保育所） 久世 郁子

東小学校（南小学校） 上脇 尚美

東海小学校（恒宮小学校） 柳 田 敏子

川島小学校（南方小学校） 工藤 純子 異動総数 5 1 5人

土々日小学校（ーヶ岡保育所） 庇島 昌子 内 採用 7人

南方小学校（緑ケ丘小学校） 甲斐 康子 退職 26人

東海東小学校（恒宮小学校） 黒木 典子

東海東小学校（西小学校） 松 田 君代 市長部局 384人

外 島 ~8.6. 

482人

平成 18年4月 1日付 新規採用職員 7人

市民税課 松田 健太朗 0 役職別異動内訳（採用・退職除く）

II 本 村 旭 （内昇任）

納税課 初鹿 礼佳 部長級 9人 ( 5人）

生活環境課 甲斐 章倍 部次長級 9人 ( 8人）

福祉課 茂谷 飽馬 課長級 46人 (1 3人）

児童家庭課 日高菜保子 課次長級 24人 (1 7人）

介護保険課 西山 淳郎 課長補佐級 46人 (17人）

係長級 57人 (2 0人）

主査級 46人 (2 0人）

平成 18年3月31日付 退職者 26人 一般職員 245人

福祉保健部長 夏 回 邦裕 482人 (100人）

都市建設部長 岡田 博志

議会事務局長 大 谷 建

クリーンセンタ一所長 馬崎 武志

農業委員会事務局長 尾崎 文夫

図書館長 斉藤 修一

監査委員事務局主幹兼局長補佐・監査係長 佐藤 健治

土木課副主幹兼建設第1係長 大崎 治幸

企画課統計係主査 岩崎 クミエ

清掃工場施設係主査 黒 田 道徳

建築住宅課住宅係主査 吉永 緩子

管財課 中銀 輝美

管財課 久宮 喜良

資源対策課 押 川 義人

資源対策課 佐藤 重敏

南保育所 黒木 正代

。



平成 17年度定期人事異動発令（平成 17年4月 1日） ※ Oは昇任、 （ ）は前職

0管理課主幹兼課長補佐〔技術担当〕・工事管理係長 合原 達雄

〈部長級） （管理課副主幹兼工事管理係長）

市民環境部長（上下水道部長兼水道局長）

O上下水道部長兼水道局長（消防本部次長）

飯干泰志

田中賢幸

総務課主幹〔防災担当〕兼課長補佐・総務係長・国際佐藤 憲史

（部次長級）

交流推進室長補佐（総務課主幹兼課長補佐・総務係長
・国際交流推進室長補佐）

O納税課主幹〔特別収納担当〕兼課長補佐

（資産税課長補佐兼資産税第l係長）

0市民環境部刷参事兼生活環境課長（生活環境課長） 久保 常夫｜ 市民課主幹兼課長補佐・管理係長

福祉保健部品•J参事兼高齢者対策課長 渡部恭 A （水道局業務課主幹兼課長補佐・収納係長）

西村繁光

中田至

（総務部副参事兼総務課長・国際交流推進室長）
生活環境課主幹〔環境保全担当〕兼課長補佐・環境保安本 潤ー

0農林水産部長lj参事兼農林課長 永田哲夫

（農村整備課長兼広域農道整備事業推進対策室長）

都市建設部次長兼土地開発公社事務局長（カルチャー後藤 和則

ゾーン担当面lj参事兼カルチャープラザのベおか館長）

0カルチャーゾーン担当副参事兼カルチャープラザのベ児玉 憲幸

全係長（生活環境課主幹〔環境保全担当〕兼課長補
佐）

0福祉課主幹兼課長補佐・保護第l係長

（福祉課長補佐兼保護第l係長）

健康管理課主幹〔救急医療担当〕兼課長補佐

（納税課主幹〔特別収納担当〕兼課長補佐）

甲斐恒敏

稲垣敬

おか館長（高齢者対策課長）
土木課主幹兼課長補佐・管理係長〔防災担当兼務〕 青井 雄二

消防本部次長 川嶋重徳
（学校教育課主幹兼課長補佐・管理係長）

（市民環境部副参事兼国民健康保険課長）
土木課国県事業担当主幹（高速道対策課主幹兼課長 佐藤 理洋
補佐・建設推進係長・土地開発公社用地際主幹兼
課長補佐・総務係長・工務課主幹兼課長補佐）

（課長級）
都市計画課主幹兼公園係長 矢山秀明

総務課長兼国際交流推進室長（児童家庭課長） 笠江孝一
（下水道線主幹兼課長補佐・計画係長）

0市民税課長（農林課主幹兼課長補佐・農産岡芸係長） 馬渡 逸夫｜ 下水道課主幹兼課長補佐・計画係長 野々下博司

市民課長兼南浦支所長（市民税課長）

国民健康保険課長（社会教育課長）

O生活環境課交通安全対策監

（国民健康保険課主幹兼謀長補佐・納税係長）

清掃工場長（健康管理課長）

児童家庭課長（工業援興課長）

O健康管理課長

（健康管理課主幹〔救急医療担当〕兼課長補佐）

O農村整備課長兼広域農道整備事業推進対策室長

（管理際工事管理主幹兼媒長補佐〔技術担当〕）

工業掻興課長（清掃工場長）

佐 伯雅寿
（建築指導課主幹兼課長補佐・開発指導係長）

小泉 末彦 10水道局施設課主幹兼工務係長

今津 浩

畦 原金一

甲斐敬三

岡田秀一

稲田 消久

（水道局施設課刷主幹兼工務係長）

（課長補佐級）

管理課副主幹兼工事管理係専門員

（土木課副主幹兼用地係長）

O管財課副主幹兼管理係長（管財課管理係長）

資産税課長補佐兼資産税第l係長

（教委・総務課副主幹兼施設係長）

安藤 稔 10国民健康保険課副主幹兼総務係長

長谷川 洋

原因戯三

玉 利 富 士 夫

村田賢一

佐藤真

0工業振興課企業誘致対策監（土木課国県事業担当主幹）小島 章一
（国民健康保険謀総務係長）

O区画整理課事業推進対策監（区画整理課次長） 岡 田 孝志｜ 国民健康保険課長補佐兼納税係長 北尾新吉

O下水道施設管理監（下水道課主幹｛下水道施設担当〕）黒木 庄介
（国民健康保険課副主幹兼賦課係長）

水道局業務課収納対策監

（生活環境際交通安全対策監）

社会教育課長（市民課長兼南浦支所長）

（課次長級）

O人権推進課主幹兼限長補佐・人権推進係長

（人権推進課長補佐兼人権推進係長）

甲 斐 哲也｜ 児童家庭課長補佐兼障害福祉係長〔防災担当兼務〕 野 下 忠

（土木課長補佐兼管理係長）

鳥原 陽子｜ 農林課長補佐兼林政係長（農林課副主幹兼林政係長） 本部 慶一

農林課副主幹兼農政係長〔防災担当兼務〕

（農林課目l主幹兼農政係長）

岩佐 俊助｜ 農林牒副主幹兼農産園芸係長

（児童家庭課長補佐兼陣害福祉係長）

松田多喜男

中須恒孝



0農林課副主幹兼畜産係長（農林課畜産係長） 猪 熊 正幹 O下水道課業務係専門員〔下水道普及促進担当〕 渡辺 信夫

0土木課副主幹兼用地係長（管理課工事管理係専門員） 日高 淳三
（下水道課業務係主査）

、建築指導課長補佐兼審査係長 松村真一郎 下水道課施設係長（生活環境課環境保全係長） 大 崎 友英

（建築指導課副主幹兼審査係長） 水道局業務課収納係長（水道局業務課営業係長） 白糸 紀俊

0建築指導課副主幹兼開発指導係長 田中 文珂＇11a水道局施設離水係長（水道局施設課給水間） 吉田 正明

（都市計画課公園係長） 0議会事務局議事係長（議会事務局調査係主査） 甲斐 俊二

高速道対策課長補佐兼建設推進係長・土地開発公社 訟田 謙二 教委・総務課施設係長（市民課記録係長） 横山 陽一

用地課長補佐・総務係長・工務課長補佐
学校教育課管理係長〔防災担当兼務〕 後 藤 博文（議会事務局副主幹兼議事係長）

下水道課副主幹兼維持係長 松本 幸久 （下水道課管理係長）

（水道局施設課副主幹兼給水係長）

水道局業務課副主幹兼営業係長 興椙 次郎 （主査級）
（高速道対策課副主幹兼用地第l係長・土地開発公社

用地課副主幹兼用地第l係長） 企画課企画調整係主査（NPO・ボランティア担当〕 三浦 健

水道局業務課長補佐兼総務係長 西 哲 n~ 
（企画課企画調整係主査）

（水道局業務課副主幹兼総務係長） 10男女共同参画推進室主査（男女共同参画推進室） 中島 満治

水道局施設課副主幹兼維持係長 柳 田 高志｜ 国民健康保険謀総務係劃介護保険課認定係主査） 戸田 いづみ

（下水道線副主幹兼維持係長） 0国民健康保険課賦課係主査（国民健康保険課） 仮 屋 法子

農業委員会事務局長補佐兼農政係長 小野 秀雄 10国民健康保険課賦課係主査（高齢者対策課） 渡辺 明広

（会計課副主幹兼出納係長） O生活環境課生活衛生係主査（生活環境課） 田口 哲郎

0議会事務局副主幹兼調査係長（議会事務局調査係長） 松田 児童家庭課児童家庭係主査（伊形保育所長・主査） 甲斐 朗美

健康管理課保健予防係主査（企画際広域行政係主査） 中 村 ．誠

農林課農政係主査（社会教育課社会教育係主査） 池田 次郎

（係長級） 区画整理課事業係主査（農村整備燥地籍調査係主査） 森 章

0企画課統計係長（企画課統計係主査） 長友 徳光 建築住宅課住宅係主査（下水道課業務係主査｝ 黒木 節雄

0職員課人事係専門員〔人事組織担当〕 村松 康成 0建築住宅課住宅係主査（建築住宅際） 中島 艇祐

（職員楳人事係主査） 建築住宅課工務係主査（区画整理課事業係主査） 中城 誠児

0市民税媒市民税第1係専門員〔国税調整担当〕 浅 野 繁 会計課審査係主査（カルチャープラザのべおか図書館浜松 尚己

（市民税課市民税第1係主査） 図書館サービス係主査）

0納税課納税第2係専門員〔特別収納担当〕 北 林 健 会計課出納係主査（総務課総務係主査） 池田 優子

（納税課納税第2係主査） 下水道課計画係主査（土木課建設第2係主査） 窪 田 保

0市民課窓口係長（健康管理課保健予防係主査） 中 井 雄一 下水道線維持係主査（農村整備課土地改良係主査） 甲斐 義人

市民課記録係長（市民課窓口係長） 吉岡 真司 水道局施設課配水係主査（農林課林政係主査） 川瀬 良一

市民課国民年金係長（企画課統計係長） 橋倉 晶子 0水道局施設課工務係主査（下水道課） 構図 克弘

O国民健康保険課賦課係長 柳 田 久年 0水道局施設課工務係主査（水道局施設課） 原 修 司

（国民健康保険課賦蝶係主査） カルチャープラサeのベおか図書館図書館サーピス係 山崎 清文

0国民健康保険繰納税係専門員〔特別収納担当〕 熊谷 俊一 l 主査（資産税課資産税第2係主査）

（商業観光課商業振興係主査） 10カルチャープラザのベおか図書館管理係主査 宮田 喜夫

0清掃工場建設準備室専門員〔環境アセス担当〕 橋口 昌義 l （カルチャープラザのベおか図書館）

（清掃工場建股準備室主査）

0児童家庭課障害福祉係専門員〔障害福祉制度担当〕 田 村 泉

（児童家庭課保育係主査） （一般職員）

O区画整理課事業係専門員〔整備推進担当〕 江 Jll 企画課（水道局業務課） 長 渡 徹，

（区画整理課事業係主査） II （総務課） 黒木 敏郎．

O高速道対策課用地第1係長・土地開発公社用地課用地 償山 情報管理課（民間企業派遣研修） 興侶 春樹

第1係長（農林課農政係主査） 総務課（資源対策牒） 黒木 秀孝

0会計課出納係長（会計課審査係主査） II （工業振興課） 黒木 克幸

O下水道線管理係長（都市計画課管理係主査） 有野公教 II （宮崎県物産振興センタ一派遣研修） 染矢 博文

ヌ



職員課（総務課）

民間企業派遣研修（納税課）

宮崎県派遣研修（児童家庭課）

管財課（児童家庭課）

財政課（宮崎県派遣研修）

資産税課（保健体育課）

納税課（島浦支所）

II （福祉課）

II （中島児童館）

市民課（児童家庭諜）

II （東海支所）

II （伊形支所）

II （学校教育課）

東海支所（納税課）

島浦支所（市民課）

国民健康保険課（学校教育課）

生活環境課（高齢者対策課）

資源対策課（伊形小学校）

II （清掃工窃）

清掃工場（資源対策課）

高齢者対策課（教委・総務課）

II （国民健康保険謀）

福祉課（高速道対策課）

II （下水道線）

II （市民課）

II （市民税課）

児童家庭課（介護保険課）

II （土々 日保育所）

II （資産税課）

II （納税課）

介護保険楳（福祉課）

II （東保育所）

健康管理煤（商業観光課）

農林課（水道局施設課）

II （国民健康保険課）

II （資産税課）

農村整備課（国民健康保険課）

II （福祉課）

II （水道局施段課）

商業観光課（水道局業務課）

宮崎県物産復興センタ一派遣研修（国民健康保険課）

土木課（管財課）

II （水道局業務課）

II （都市計画課）

II （児童家庭謀）

都市計画課（財政課）

II （水道局施設課）

II （下水道課）

丸山奈緒美

高本 健太

深 間 貴彦

久富 喜良

高 楠 肇

日高 正二

夏悶 高幸

戸市 能郎

山本円

大掛l千穂子

岩 田美代子

区画整理課（農村整備課）

II （下水道課）

II （教委・総務課）

建築住宅課（建築指導課）

建築指導課（建築住宅課）

下水道課（福祉課）

II （都市計画課）

II （生活環境課）

水道局業務課（農林課）

II （納税課）

II （情報管理課）

菊池 由紀｜ 水道局施設課（市民税課）

鈴木 A子

松 田真寿代

加行孝之

井上敦仁

野々屋慎由美

池 田 環

吉玉良徳

石 橋 強

長 友美由希

甲斐保孝

甲斐潤矢

伊藤和訓

川 越康弘

甲 斐司

柳田寛美

佐 勝美穂子

杉 本賢治郎

海老原丈聡

ロロロ 部 ヲム

黒田 明美

志田 尚之

弓 自lj 実

飯干 泰成

東長 史高

島 田 順一

西村 武志

高 本 誠

児島 謙二

中村 洋志

稲垣 和則

小田 浩二

瀧本 博文

上杉 拓巳

甲斐 和良lj

森満 修一

太 田 隆裕
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II （土木課）

議会事務局（児童家庭課）

教委・総務課（生活環境課）

II （建築住宅課）

学校教育課（農林課）

II （会計課）

社会教育課（文化課）

保健体育課（国民健康保険課）

文化課（福祉課）

［異動数 1 7 5 人l

柳悶 伸晃

猪狩 英政

浜口 英章

佐牒 公ー

夏回 法国

中 野 使

児波 祥朗

御沓 英範

児玉 純郎

黒木 貞幸

伊東 晃弘

林田 正審

牧野 史和

黒田憲二郎

志道 里香

安藤 貴 明

権鱒 俊英

中矢美由紀

太田 康品

橘 一海

山 回 聡



保育所等施設職員異動

山下保育所長・主査（日の出保育所長・主査）

O東保育所長・主査（ーケ岡保育所）

0中島保育所長・主査（伊形保育所）

中島児童館長（山下保育所）

山下保育所（南保育所）

II （南保育所）

II （上南方幼稚園）

川中保育所（日の出保育所）

土々呂保育所（伊形保育所）

II （東海保育所）

恒富保育所（日の出保育所）

II （ーケ岡保育所）

II （伊形保育所）

東保育所（川中保育所）

II （東海保育所）

II （東海保育所）

島浦保育所（ーケ岡保育所）

南保育所（東海保育所）

II （山下保育所）

ーケ岡保育所（日の出保育所）

II （島浦保育所）

中島保育所（伊形保育所）

II （東海保育所）

【異動数 23人】

（幼稚園教諭）

恒富幼稚園（南幼稚園）

恒富幼稚園（西階幼稚園）

南幼稚園（岡宮幼稚困）

西階幼稚園（岡宮幼稚園）

上南方幼稚園｛恒富保育所）

総務課付・南幼稚園（恒富幼稚困）

総務課付・上南方幼稚園（総務課付・西階幼稚園）

（学校事務員）

岡宮小学校（ーヶ岡小学校）

恒富小学校（東海小学校）

緑ケ丘小学校（南中学校）

東海小学校（緑ケ丘小学校）

土々呂小学校（黒岩中学校）

ーヶ岡小学校（恒富小学校）

南中学校（土々呂小学校）

甲斐玲子

吉村富栄

松本まゆみ

曽根崎明子

減戸智子

後 藤美智代

森美智恵

渡迩紀美代

吉岡直子

市田恵美子

甲斐好美

柳瀬保子

大 島美登里

甲斐純子

黒木直美

直野景子

佐藤美恵子

山 下洋子

工 藤裕子

松 尾消子

三 島美保子

大山栄子

木野宮千恵子

中山 なを子

尾崎 富子

甲斐ひろ子

甲斐 真裕美

床波 雅子

工 勝誇香子

沖 田智代美

山本 洋子

高田 和子

下回 節代

岩永みどり

原田美代子

平川 啓子

木場 豊子

（用務員）

緑ケ丘小学校（港小学校）

土々呂小学校（西階中学校）

伊形小学校｛資源対策課）

延問中学校（土々呂小学校）

西階中学校（延問中学校）

（学校調理士）

延岡小学校（上南方小学校）

岡宮小学校（西小学校）

旭小学校（土々呂小学校）

恒富小学校（東小学校）

西小学校（島野浦地区学校給食共同調理場）

南小学校（南方小学校）

緑ケ丘小学校（ーヶ岡小学校）

東小学校（恒宮小学校）

東海小学校（島野浦地区学校給食共同調理場）

黒岩小学校（南方小学校）

土々呂小学校（南補地区学校給食共同調理場）

南方小学校（延岡小学校）

南方小学校（土々呂保育所）

上南方小学校（東海小学校）

島野浦地区学校給食共同調理婦（黒岩小学校）

島野浦地区学校給食共同調理場（旭小学校）

南浦地区学校給食共同調理場（南小学校）

ーヶ岡小学校（恒富保育所）

【異動数 3 7人】

柳田文生

甲斐昭生

吉村 斎

甲斐三春．

伊 東 勝 好

八幡領美徳

高 島 精 子

谷本ひろみ

城戸智子

夏回恵美子

甲 斐 仁 美

大平紀美子

川島清子

甲斐紀子

米国恵子

甲 斐 隆 子

椴 山 清 美

伊東明美

黒水タズ子

小野知香子

日高 とよみ

宮田陽子

篠原由香理



平成 17年 4月 1日付 新規採用職員 1 5人 区画整理課 右百 回 健

市民税課 友田 美智子 日の出保育所 矢野 博子

11 藍深輝明 II 復元 二美

資産税課 服部悲之 岡宮小学校 高岡 悦子

11 小海大輔 II J馬服 初美

納税課 布施裕明 緑ケ丘小学校 * JHJ 慶一

11 吉 回 誠 東海東小学校 問中 和美

市民課 矢山 亜衣 浦城中学校 浅野 淳子

国民健康保険課 矢野健太郎

II 山本 省吾

生活環境課 福深竜太郎

福祉課 太悶尾雅史 異動総数 2 8 7人

II 橋本 恒宏 内 援用 1 5人

児童家庭課 山元 雅子 退職 3 7人

介護保険課 山崎真梨子

商業観光課 伊藤 弘人 市長部局 I 6 6人

外 畠 6 9ム

235人

平成 17年 3月 31日付 退職者 3 7人

市民環境部長 津 回 勇 0 役職別異動内訳（保用・退職除く）

農林水産部副参事兼農林課長 山崎 洋一 （内昇任）

都市建設部次長兼土地開発公社事務局長 長 浜 義幸 部長級 2人 1人）

農業委員会事務局主幹兼局長補佐・農政係長 太 回 進 部次長級 6人 3人）

市民課長補佐兼国民年金係長 池田 妬ニ 課長級 I 5人 7人）

市民課副主幹兼管理係長 浜田 武典 課次長級 1 3人 5人）

区画整理課事業係専門員 甲 斐 真 課長補佐級 20人 6人）

下水道課施設係長 片岡 紀元 係長級 22人 (I 6人）

水道局施設課維持係長 日野 俊一 主査級 2 5人 (I 0人）

職員課研修厚生係主査 字国 みゆき 一般職員 I 3 2人

児童家庭線障害福祉係主査 年森 邦昭 235人 ( 4 8人）

山下保育所長・主査 柳田 妙子

東海保育所長・主査 堀田 セ ツ 子

東保育所長・主査 田辺 正子

中島保育所長・主査 室 井 光子

健康管理課保健予防係主査 田中 明文

土木課管理係主査 由良 元生

建築住宅課住宅係主査 川井 慶之

水道局業務課収納係主査 津曲 正徳

総務課（業務主任） 奈 須 此

市民課 上野 浩志

II 西川 房子

資源対策課（業務主任） 大 坪 豊

II （業務主任） 酒井 勝雄

II 金丸 康弘

II 広瀬 措三

II 遠 回 勝美

II 甲斐 健司

土木課 下回 計真
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平成 16年度定期人事異動発令（平成 16年4月 1日） ※ Oは昇任、 （ ）は前職

（部長級） lo下水道課公営企業移行対策監 漬 村滋夫

O農林水産部長（企画部副参事兼管理課長）

都市建設部長（上下水道部長兼水道局長）

0上下水道部長兼水道局長（水道局副参事兼業務課長）

（部次長級）

O総務部副参事兼総務課長・国際交流推進室長

（総務課長兼健康都市推進室長・国際交流推進室長）

O市民環境部副参事兼凶民健康保険課長（会計課長）

O都市建設部副参事兼都市計画課長

－花と緑のまちづくり推進室長（建築指導課長）

0水道局面IJ参事兼業務課長（国民健康保険課長）

Oカルチャーゾーン担当耐l参事兼カルチャープラサ．

のベおか館長（学校教育課長）

消防本部次長（カルチャーゾーン担当副参事

兼カJレチャープラザのベおか館長）

（課長級）

企画課長兼地方拠点都市地場推進室長・大学推進室長

（介護保険課長）

沖 米田孝

岡 田博志

飯干泰志

渡部 恭久

川嶋 盛徳

柳 田 米敏

由良 公明

後藤 和則

田中 賢幸

甲斐 享博

人権推進課長兼男女共同参画推進室長（人権対策課長）志野崎 光洋

0情報管理課長 山本 武之

（情報管理課主幹兼課長補佐・情報開発係長）

管理課長（土木課長） 遠藤 伸昭

管財課長 甲斐 孝徳

（農村整備課長兼広岐農道整備事業推進対策室長）

資産説課長（管財謀長） 菊田 光展

生活環境課長 久 保 常夫

（高速道対策課長兼土地開発公社用地課長）

介護保険課長（資産税課長） 谷口 秀樹

農村整備課長兼広壊農道整備事業推進対策室長 永田 哲夫

（都市計画課長兼花と緑のまちづくり推進室長

－土地開発公社工務課長）

0水産課長（農林課副主幹兼農政係長） 前回 繁 男

中心市街地活性化推進室中心市街地対策監 黒 木 清

（中心市街地活性化推進室中心市街地対策監

兼室長補佐・商業観光課長補佐）

土木課長兼土地開発公社工務課長（下水道課長） 佐藤 勇介

建築住宅課長 甲斐 修二

（建築指導課陸築指導対策監兼課長補佐・審査係長）

建築指導課長（建築住宅課長） 松 井 憲郎

高速道対策謀長兼土地開発公社用地課長 鎌 倉 字

（生活環境課長）

会計課長（情報管理課長） 飯干 貞人

下水道課長（下水道眼下水道施設管理監） 金子純太 郎

（下水道課主幹〔公営企業会計移行担当〕兼謀長補佐）

学校教育課長 池田秀樹

（企画課長兼地方拠点都市地域推進室長・大学推進室長）

（諜次長級）

0男女共同参画推進室主幹兼室長補佐 川本 光子

（女性行政推進課長補佐兼女性行政推進係長）

0管理課主幹兼課長補佐〔事務担当］ ・用度係長 桐 修

（管理課長補佐兼用度係長）

管理課工事管理主幹兼課長補佐［伎術担当〕 稲田 1高久

（水道局施設課主幹兼課長補佐・工務係長）

O総務課主幹兼課長補佐・総務係長 佐藤 憲史

・国際交流推進室長補佐（総務課長補佐兼総務係長

・健康都市推進室長補佐・国際交流推進室長補佐）

O総務際主幹兼秘書係長（総務凱臨書係長） 馬見塚保宏

O職員際主幹兼課長補佐・人事係長 高浜 公善

（職員課長補佐兼人事係長）

0高齢者対策課主幹兼牒長補佐・高齢者対策係長 佐 藤 和郎

（高齢者対策課副主幹兼高齢者対策係長）

0介護保険課主幹兼課長補佐・総務係長 中村 慎二

（介護保険課長補佐兼総務係長）

農林線主幹兼課長補佐・農産倒芸係長 馬渡 逸失

（水産課主幹兼課長補佐・水産仮興係長）

0農村整備課主幹兼地籍調査係長 権藤 久人

（水道局施設課維持係長）

0土木課主幹兼道路維持係長 上杉 拳康

（土木課副主幹兼道路維持係長）

O建築住宅課主幹兼課長補佐〔事務担当〕 ・住宅係長 佐藤 博己

（区画整理課副主幹兼管理係長）

0建築指導課主幹兼課長補佐・開発指導係長 野々下博司

（睦築指導課目l主幹兼開発指導係長）

0高速道対策課主幹兼課長補佐・旭設推進係長 佐藤 理洋

－土地開発公社用地課主幹兼課長補佐・総務係長

－工務課主幹兼摂長補佐（高速道対策課長補佐兼建設推進係長

－土地開発公社用地課長補佐兼総務係長）

下水道課主幹｛下水道施設担当〕 黒木 庄介

（管理課工事管理主幹兼課長補佐）

0水道局施設課主幹兼課長補佐・配水係長 flt田 誠剛

（水道局施設課厨l主併兼配水係長）

O監査委員事務局主幹兼局長補佐・監査係長 佐藤 慎 1台

（監査委員事務局長補佐兼監査係長）

0学校教育課主幹兼課長補佐〔管理担当〕 ・管理係長 青井 雄二

（学校教育課副主幹兼管理係長）

社会教育課主幹兼課長補佐・社会教育係長 甲斐 政二

（カルチャープラザのベおか社会教育センター主幹）



O保健体育課主幹兼課長補佐・スポーツ鑑興係長 石田 道明 O社会教育課闘l主幹兼青少年家庭教育係長 披 戸 渉

（保健体育課長補佐兼スポーツ仮興係長） （社会教育課青少年教育係長）

文化課主幹兼課長補佐・文化財係長 九 鬼 勉 文化課副主幹兼文化仮興係長 黒木 育朗

（カルチャープラザのベおか図書館主幹兼館長補佐・管理係長） （文化課長補佐兼文化仮興係長）

カルチャープラザのベおか図書館主幹兼館長補佐 太田 素一

・管理係長（社会教育課主幹兼課長補佐・社会教育係長）

（係長級）

0情報管理課情報開発係長（情報管理課情報開発係主査）小中谷 美利

（課長補佐級） 0管理課工事管理係専門員（区画整理課事業係主査） 佐藤宏一郎

人権推進課長補佐兼人権推進係長 岩佐 俊助 0総務課広報係長（総務課広報係主査） Jll 島 登

（人権対策課長補佐兼人権対策係長） 職員課付係長（文化際文化財係長） 原岡 秀樹

0情報管理課長補佐兼運用管理係長 岩切 貞樹 0市民税課市民税第2係長（市民税課市民税第2係主査） 甲斐 敏信

（情報管理課運用管理係長） 0納税課納税第1係専門員（納税際納税第l係主査） 伊東 範宏

市民課副主幹兼管理係長（東海支所長〔副主幹〕） 浜田 武典 市民課窓口係長（市民税課市民税第2係長） 吉岡 真司．

東海支所長｛副主幹〕 （市民課副主幹兼管理係長） 河合 紘志 0島浦支所長（管理課用度係主査） 津山 良 二

伊形支所長｛副主幹〕 （カルチャープラザのベおか 松崎 哲也 0国民健康保険謀総務係長（国民健康保険課賦課係主査）佐 藤 真

社会教育センター副主幹兼社会教育センター係長） 0生活環境課生活衛生係長（納税課管理係主査） 大島紀世子

O資源対策課長補佐兼リサイクル推進係長 構図 輝男 0資源対策課事業係長 乾 拓 土．、－・

（資源対策課事業係長） （資源対策課リサイクル推進係主査）

福祉課長補佐兼保護第l係長（職員課付副主幹） 甲斐 経敏 高齢者対策課地壊福祉係長（児童家庭課児童家庭係長）高村 英生

健康管理課副主幹兼健康推進係長 吉田 恭松 児童家庭牒児童家庭係長（島~Ii支所長） 山本 雅浩

（資源対策課長補佐兼リサイクル推進係長） 区画整理課管理係長（国民健康保険謀総務係長） 中 野 i事

農林眼副主幹兼農政係長 松田多喜男 0建築住宅課設備係長（建築住宅限設備係主査） 甲斐 泰文

（工業医興課長補佐兼工業僚興係長） 0高速道対策課計画調査係長 甲斐 岩美

農林疎副主幹兼林政係長（農林牒長補佐兼林政係長） 本 部 慶一 兼土地開発公社工務牒工務係長（都市計画課街路係主査）

農村整備課長補佐兼土地改良係長 平川 順一 0下水道課砧段係長（下水道限強股係主査） 甲斐 久敏

（農林課目l主幹兼農産関芸係長） 0水道局施般課維持係長（水道局施設課配水係主査） 日野 俊一

水産課長補佐兼水産振興係長 山 崎 宏 社会教育課社会教育センタ一事業係長 今村 敦美

（高速道対策課昏l主幹兼用地第1係長 （カルチャープラサ．のベおか社会教育センター専門員）

－土地開発公社用地課副主幹兼用地第l係長） O文化謀文化鋸興係専門員（文化課文化仮興係主査） 鵜島 孝幸

商業観光課長補佐兼商業掻興係長・中心市街地活性化 斉 藤 宗男 カルチャープラサ．のベおか図書館図書館サービス係長 赤星 清次

推進室長補佐｛商業観光課副主幹兼商業復興係長｝ （水道局施設課給水係長）

工業娠興課長補佐兼工業短興係長 回 尚

（福祉課長補佐兼保護第1係長）

0工業掻興諌副主幹兼企業立地係長 高久 昌一 （主査級）

（工業医興課企業立地係長） O企画課広犠行政係主査（企画課） 中 村 誠

都市計画課副主幹兼計画係長（都市計画課副主幹 佐藤 光春 人権推進課人権推進係主査 後藤三枝子

兼計画係長・土地開発公社工務課長補佐兼工務係長） （高齢者対策課高齢者対策係主査）

建築住宅課長補佐〔技術担当〕兼工務係長 小野 正勝 資産税課資産税第1係主査 那須 裕子

（建築住宅課副主幹兼工務係長） （保健体育課保健給食係主査）

0建築指導課副主幹兼審査係長 訟村真一郎 O資産税課資産税第2係主査｛資産税課） 後藤 正 剛

（管理課工事管理係専門員） 納税課管理係主査（国民健康保険謀総務係主査） 本部真里子

高速道対策課副主幹兼用地第l係長・土地開発公社 興侶 次郎 納税課納税第2係主査（農林課農産園芸係主査） ~t 林 健

用地謀副主幹兼用地第1係長｛高速道対策課昏l主幹兼計画調査係長） 市民課記録係主査（監査委員事務局監査係主査） 訟回 裕次

O水道局施設課副主幹兼給水係長 訟本 ヨ佐久 0伊形支所主査（伊形支所） 牧野 正範

（農村整備課土地改良係長） 0資源対策謀リサイクル推進係主査（資源対策課） 話 村 斎

O水道局施設課副主幹兼工務係長（下水道課建設係長） 長谷川 洋 O清掃工場施設係主査（清掃工場） 黒 田 道徳

農業委員会事務局面l主幹兼農地係長 永 井 明 0高齢者対策課高齢者対策係主査（高齢者対策課） 池田 勝彦

（高齢者対策課長補佐兼地域福祉係長） 0介護保険謀総務係主査（介諮保険課） 友情 明俊
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0介護保険課認定係主査（介護保険課） 一棟美智子 市民税課（国民健康保険課） 甲斐 康之

農村整備課地籍調査係主査 上 Ill 政則 納税課（介護保険課） 佐藤 英男

（高船者対策課地域福祉係主査） II （商業観光課） 志道 政彦

商業観光課観光仮興係主査（納税課納説第2係主査） 王様 ｛合腐 II （消防第2課） 佐藤 三郎

土木課管理係主査（下水道課業務係主査） 由良 元生 市民課（区画整理課） 児玉 栄代

土木課用地係主査（国民健康保険課納税係主査） 松問 一 郎 II （人権対策課） 岡崎 俊久

0土木課建設第2係主査（土木課） 永 野 浩 東海支所（市民謀） 問 中 良 一

土木課道路維持係主査（農村整備課土地改良係主査） 矢野 信雄 国民健康保険課（土木課） 山口 敏夫

都市計画課管理係主査（土木課用地係主査） 花開 好文 II （消防第l課） 堀野 公孝

0都市計画課街路係主在（下水道課） 黒木 幸喜 II （資源対策牒） 政岡 政樹

区画整理課事業係主査（土木課建設第l係主査） 吉田 有一 生活環境課（高速道対策課） 竹原 秀典

区画整理課事業係主査（建築住宅課工務係主査） 中峨 誠児 II （児童家庭課） 後雌 一美

0建築住宅課住宅係主査（福祉課） 丸岡 忠裕 II （下水道線） 長 安F 洋

0高速道対策課針画調査係主査（高速道対策課） 甲斐 茂雄 II （農林課） 宮崎 忠嗣

高速道対策課用地第2係主査（都市計両銀管理係主査） 甲斐 典洋 資源対策課（ーヶ岡小学校） 巾 斐 清

下水道課管理係主査（文化諜文化仮興係主査） 野下美 智江 II （総務課） 石 橋 強

下水道課業務係主査（高速道対策課計画調査係主査） 岸 違 夫 II （清婦工場） 北林 嗣敏

下水道課建段係主査（都市計画課計画係主査） 土手 健二 II （福祉課） 華岡 範夫

水道局業務課収納係主査 黒 木 守 II （清帰工場） 矢野 栄次

（保健体育課スポーツ娠興係主査） II （市民税課） 渡部 嘉教

水道局業務課収納係主査（水道局業務課総務係主査） 高 橋 修 高齢者対策課（市民線） 染矢 優子

0水道局施設課配水係主査（水道局施設銀） 森 崎 義寛 福祉課（農業委員会事務局） 早川 修二

O学校教育課管理係主査（学校教育課） 児崎 文昭 II （企画課） 山口 陣史

社会教育課社会教育係主査（建築住宅課住宅係主査） 池 Ill 次 郎 II （市民税課） 永友 孝生

社会教育課青少年家庭教育係主査 岩 村 菊代 児童家庭探（健康管理課） 見附 香世

（社会教育課社会教育係主査） II （国民健康保険課） 古川 久師

社会教育課社会教育センタ一事業係主査 新聞 民子 介護保険課（児童家庭蝶） 渡部 久人

（社会教育課青少年教育係主査） II （消防第l眼） 平野 孝一

カルチャープラザのベおか図書館 浜松 尚己 II （市民税疎） 丸山 寅子

図書館サービス係主査（カルチャープラザのペおか管理係主査） 健康管理課（児童家庭媒） 甲斐 裕子

農林原（建築住宅課） 佐藤 洋介

II （水道局業務課） 田 中 芳典

（一般職員） 商業観光課｛介護保険課） 谷川 修三

企画課（福祉課） 姫回 明範 工業仮興課（民間企業派遣研修） 長浜 由至

II （宮崎県派遣研修） 破 回 昌 宏 土木謀｛都市計画課） 夏悶 展行

情報管理課（水道局業務課） 訟 回 直樹 II （下水道課） 宮田 史子

II （資産税課） 見 玉 掠 II （資源対策課） 伊藤 蔽二

管理課（福祉課） 山本 康二 II （清掃工場） 工藤 孝浩．

合併対策室（職員課） 戸 高 智徳 II （下水道課） 服部 成男

総務課（資諌対策課） 上杉 憲広 都市計画謀（区画整理課） 楠 生 修

II （社会教育課） 田上 晋也 II （高速道対策課） 日 野
A子U・－ 

II （資産税課） 稲見 誠二 （水道局施股課） 亀井 義幸

職員謀（総務課） 児玉 欣也 区画監理課（土木課） 工繕 寿 之

民間企業派遣研修（情報管理課） 興侶 春樹 II （農林課） 河野 理恵

宮崎県派遣研修｛財政課） 高 備 肇 II （都市計画課） 柳田 宏之

管財課（市民課） 向井 俊郎 II （土木課） 山本 晋五

財政課（商業観光課） 富永 真樹 建築住宅課（納税課） 田 中 恒幸

II （納税課） 宮田 博徳 建築指導課（消防本部予防課） 角野 文紀

市民税課（学校教育探） 甲斐 情久 下水道謀（水道局施政課） 有馬 欣晋
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下水道課（納税課） 河 野秀朗 学校・幼稚園市職員異動

II （財政課） 山本 陽一｜ （幼稚園教諭）

II （生活環境課） 伊藤 和訓｜ 岡宮幼稚園（南幼稚岡）

水道局業務課（資産税課） 窪田 了子｜ 恒富幼稚園（西階幼稚園）

II （会計課） 松永 利勝｜ 南幼稚園（岡宮幼稚岡）

水道局施設課（農村整備課） 柳田 信一郎｜ 西階幼稚園（西階幼稚国第2園舎）

II （清掃工場） 深 江 正勝｜ 西階幼稚閲（西階幼稚園第2困舎）

会計課（市民課） 佐 藤 亮｜ 総務課付・西階幼稚回

選挙管理委員会事務局（管財課） 富永 栄二｜ （総務課付・西階幼稚園第2闇舎）

監査委員事務局（選挙管理委員会事務局） 熊原幹夫

農業委員会事務局（カルチャープラザのベおか図書館）甲斐 武親

学校教育課（工業賑興課） 赤木 繁男

社会教育課（企画課） 丸山 真二

保健体育課（水産課） 構田 裕美

II （生活環境課） 寺田 博行

文化課（生活環境課） 松岡 直子

カルチャープラザのベおか図書館（土木課）

消防本部予防課（建築指導課）

【異動数 215人］

大石桂二

三 樹康貴

eう

（学校事務員）

西小学校（東小学校）

南小学校（島野浦小学校）

東小学校（延問中学校）

東海東小学校（西小学校）

南方中学校（島野浦中学校）

（用務員）

東海小学校（資源対策課）

南方小学校（東海小学校）保育所等施設職員異動

川中保育所長・主査 福良 和子｜ ーヶ岡小学校（土木課）

（中島保育所長兼中島児童館長・主査）

東海保育所長・主査（南保育所長・主査）

O伊形保育所長・主査（日の出保育所）

南保育所長・主査（川中保育所長・主査）

中島保育所長兼中島児童館長・主査

（山下児童館長・主査）

山下児童館長（山下保育所）

山下保育所（中島保育所）

II （土々 自保育所）

II （島楠保育所）

川中保育所（東保育所）

土々呂保育所（中島保育所）

東海保育所（ーケ岡保育所）

恒富保育所（伊形保育所）

II （東保育所）

II （土々 呂保育所）

伊形保育所｛土々呂保育所）

東保育所（恒富保育所）

II (JI!中保育所）

日の出保育所 υII中保育所）

島浦保育所（恒富保育所）

南保育所（伊形保育所）

ーケ阿保育所（恒富保育所）

II （山下保育所）

中島保育所（南保育所）

［異動数 24人1

岡富中学校（東海中学校）

堀田 セツ子｜ 東海中学校（資源対策課）

甲 斐朗美

田中幸子

室 井光子

甲斐幸枝

曽根崎明子

工 藤裕子

内 田由美子

日高美生子

杉尾仁子

直 野景子

馬目真理子

松 由紀美

篠原由香理

訟本まゆみ

長漬ちづ子

黒 田明美

松 尾清子

久 世郁子

杉 本一美

和田美智 子

中 尾仁美

安藤江理子
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（学校調理士）

延岡小学校（岡富小学校）

II （黒岩小学校）

岡宮小学校（川島小学校）

旭小学校（川島小学校）

恒富小学校（東海小学校）

南小学校（延岡小学校）

緑ケ丘小学校（南方小学校）

東小学校（恒富小学校）

東海小学校（伊形小学校）

川島小学校（南浦地区学校給食共同調理場）

II （東海東小学校）

黒岩小学校（南方小学校）

南方小学校（ーヶ岡小学校）

II （延岡小学校）

南浦地区学校給食共同調理場（東海東小学校）

ーヶ岡小学校（西小学校）

伊形小学校（南小学校）

東海東小学校（旭小学校）

［異動数 34人］

甲斐真裕美

工藤喜香子

積回亜矢美

猪 須 睦 美

岩永環

沖田智代美

前田美千代

岡 田 新 子

原因さゆり

新名前子

新名一子

吉田正直

新名達夫

帯谷尊夫

浅野賢治

甲斐広重

高浜 雅 子

丸本容子

日高晴美

高橋幸子

川島清子

佐藤喜代美

日吉幸子

新名陽子

川崎広子

玉 木江津子

津隈泰子

川崎由美子

島田真理恵

松田里香

花倉由美子

野 村 智 子

宮困久美子

興椙腿子



平成 16年4月 1日付 新規採用職員 24人 区画整理課管理係主査 姫回 惇三

総務課 上原麻衣子 下水道課業務係主査 吉永 功

市民税課 問中 哲雄 納税課 野村 文子

II 芳 野 知恵 市民課 中候 斉

資産税課 稲田 二郎 II 吉中 和子

II 長友 和広 生活環境課 虎取 信一

納税課 田i 部 点 清掃工場 尾崎 勝義

II 松田 経樹 土木課 山口 優

市民課 工藤 良 子 恒富保育所 長谷川みを

II 長 友美智子 ーケ岡保育所 荒砂たず子

II 佐膝ひ とみ 農林課 河野ひでよ

国民健康保険課 後藤 彰宏 水道局業務課 長野 千飽

II 寺田 貨 亮 恒富幼稚園 津田貞子

資源対策課 梗本 尚 樹 II 永井美千子

II i持漫 貴幸 南小学校 串 間恵子

清掃工場 援団 英 明 方財小学校 上野志保子

高齢者対策課 鈴木 豊光 II 甲斐キミ子

福祉課 飯塚 俊和 南方小学校 甲斐 康 洋

II 柳田 幸二 東海東小学校 甲斐イシ子

児童家庭課 山田 彩子

介護保険課 も官 長 徹

農林課 玉置 和馬 異動総数 3 3 7人

土木課 太田 圭ー 内 採用 24人

建築住宅課 中田 辰則 退職 40人

II 夏回 浩 国

市長部局 1 9 7人

~ 昼 76b 

平成 16年3月 31日付 退職者 40人 273人

都市建設部長 児玉 太

農林水産部長 回住 仁志 0 役職別異動内訳（採用・退職除く）

女性行政推進課長 波 岡 和雄 （内昇任）

水産課長 山本 哲三 部長級 3人 ( 2人）

市民課主幹（伊形支所長） 土肥 直樹 部次長級 6人 ( 5人）

強築住宅課主幹兼課長補佐・住宅係長 三宅 紘正 課長級 1 9人 ( 3人）

建築住宅課主幹兼課長補佐・設備係長 山 本啓之輔 課次 長 級 22人 ( 1 6人）

農村整備課長補佐兼地籍調査係長 甲 斐 満夫 課長補佐級 24人 ( 7人）

健康管理課副主幹兼健康推進係長 中 野 孝一 係長級 2 1人 ( 1 4人）

総務課広報係長 一原久 美子 主査級 42人 ( 1 5人）

市民課窓口係長 小野 敏 一般職員 1 3 6人

生活環境課生活衛生係長 渡辺 有子 273人 ( 6 2人）

農業委員会事務局農地係長 高橋 一則

カルチャープラザのベおか図書館図書館サービス係長 竹 井 豊実

市民課管理係主査 山 田輝美香

東海支所主査 大島 正直

東海保育所長・主査 汐川佐和子

伊形保育所長・主査 樋口 憲子

浦城保育所長・主査 工藤 英子

介護保険課総務係主査 山 下 幸子

土木課道路維持係主査 前向 芳彦

5 



平成 15年度定期人事異動発令（平成 15年 4月 1日） ※ Oは昇任、 （ ）は前職

（部長級）

O農林水産部長

（建段部次長〔高速道担当］兼土地開発公仕事務局長

．土地開発公社工務探長）

0商工部長

（市民環境部副参事兼クリーンセンタ一所長）

都市建設部長（農林水産部長）

上下水道部長兼水道局長（水道局長）

議会事務局長（商工部長）

（部次長級）

O企画部副参事兼管理課長（管理課長）

0市民環境部副参事兼クリーンセンタ一所長

（情報管理課長）

O農林水産部副参事兼農林課長（農林課長）

都市建股部次長〔高速道担当〕

0文化課長（カルチャープラザのベおか図書館長） 渡辺同吏

凹住 仁志 Io J1ルチャープラザのべおか図書館長（下水道諜次長） 斉雌 修一

中明弘 （課次長級）

管理課工事管理主幹兼課長補佐 熊 木 庄 介

児 玉 太｜ （街路公同課主幹兼課長補佐・花と緑のまちづくり

岡田 博志｜ 推進室長補佐・街路係長）

大谷 建 10財政課主幹兼課長補佐・財政係長 伊東浩一

（財政課長補佐兼財政係長）

O市民税課主幹兼課長補佐・市民税第一係長

（市民税課長補佐兼市民税第一係長）

沖米国 孝 10納説課主幹〔特別収納担当〕兼課長補佐

馬崎 武志｜ （資産税課長補佐兼資産税第一係長）

岩村茂

稲垣敬

0市民課主幹兼伊形支所長（交通安全対策室長補佐） 土肥 直樹

山崎 洋一 10国民健康保険課主幹兼課長補佐・納税係長 今津浩

長浜 義幸｜ （国民健康保険課長補佐兼納税係長）

兼土地開発公社事務局長（福祉保健部次長〔介護・保健担当〕） 10消掃工場主幹兼清掃工場長補佐・施設係長 林田和賞

水道局副参事兼業務課長 飯干泰志｜ （消掃工場長補佐兼施設係長）

（商工部副参事兼商業観光課長・中心市街地活性化推進室長） ｜ 健康管理課主幹〔救急医療担当〕兼課長補佐 岡田秀一

（課長級）

（健康管理課主幹兼課長補佐・保健予防係長）

水産課主幹兼課長補佐・水産振興係長

（納税際主幹・〔特別収納担当〕）

馬渡逸夫

企画課長兼地方拠点都市地域推進室長・大学推進室長池田

（企画謀長兼地方拠点都市地域推進室長・大学推進室長

秀樹10都市計画銀次長兼花と緑のまちづくり推進室長補佐

（都市計画課長補佐兼市街地開発係長）

井上和宣

・合併対策室長）

情報管理楳長（健康管理課長）

合併対策室長（工業掻興楳長）

0生活環境課交通安全対策監（区画整理課次長）

O資源対策課長（クリーンセンタ一次長）

健康管理蝶長（都市計画課長）

商業観光課長兼中心市街地活性化推進室長

（文化謀長）

O中心市街地活性化推進室中心市街地対策監

兼中心市街地活性化推進室長補佐・商業観光課長補佐

（商業観光課長補佐兼中心市街地活性化推進室長補佐

．商業掻興係長）

工業娠興課長（社会教育課長）

都市計画眼長兼花と緑のまちづくり推進室長

．土地開発公社工務課長

（街路公国課．長兼花と緑のまちづくり推進室長）

O建築指導課建築指導対策監兼建築指導謀長補佐

・審査係長（建築指導課主幹兼課長補佐・審査係長）

O下水道膜下水道施設管理監

（下水道蝶主幹兼施段係長）

社会教育課長兼カルチャープラザのベおか

社会教育センター館長（水道局業務課長）

区画整理課次長（土木課次長）

飯干 貞人 10区画整理課主幹兼課長補佐・計画係長

吉岡 武彦｜ （下水道線副主幹兼計画係長）

甲斐 哲也 10土木課国県事業担当主幹

玉 木 保｜ （土木課国県事業担当副主幹）

畦原 金一 10建築住宅課主幹兼課長補佐・住宅係長

酒井 修平｜ （建築住宅課長補佐兼住宅係長）

岡田孝志

馬原誠司

小島章一

三宅紘正

0下水道課主幹〔公営企業会計移行担当］兼課長補佐 漬村 滋夫

黒 木 清｜ （下水道課長補佐兼管理係長）

下水道課主幹兼課長補佐・計画係長

（管理課工事管理主幹）

0水道局施設課主幹兼謀長補佐・工務係長

甲斐 敬三｜ （管理課長補佐兼工事管理係長）

永 田 哲夫｜ 会計課主幹兼課長補佐・審査係長

（カノレチャープラザのべおか社会教育センター館長）

矢山秀明

稲田清久

山田克己

0農業委員会事務局主幹兼事務局長補佐・農政係長 太 田 進

甲斐 修二｜ （農業委員会事務局長補佐兼農政係長）

0教委・総務課主幹兼課長補佐・総務係長 伊奈 弘行

金子 飽太郎｜ （教委・総務課長補佐兼総務係長）

0カルチャープラザのベおか図書館主幹兼館長補佐 九 鬼 勉

小泉 末彦｜ ・管理係長（議会事務局副主幹兼総務係長）



カルチャープラザのベおか社会教育センター主幹 甲斐 政二 i カルチャープラザのベおか社会教育センター副主幹 松崎 哲也

兼社会教育センター館長補佐（指摘工場建設準備室主幹兼室長補佐）

0 消防本部総務課主幹兼課長補佐・経理係長

（会計課長補佐兼審査係長）

（課長補佐級）

0管理課副主幹兼工事管理係長

（管理課工事管理係専門員）

0職員課副主幹兼研修厚生係長（職員課研修厚生係長）

0財政課副主幹兼財務調査係長（財政課財務調査係長）

資産税課長補佐兼資産税第一係長

（保健体育課副主幹兼保健給食係長）

O納税課副主幹兼管理係長（納税課納税第二係長）

生活環境諜副主幹兼交通安全対策係長

（農林課長補佐兼農政係長）

0資源対策課長補佐兼リサイクル推進係長

（クリーンセンター資源対策係長）

0清掃工場建設準備室長補佐（土木課用地係長）

0児童家庭課副主幹兼保育係長

（児童家庭媒児童家庭係長）

O健康管理課副主幹兼健康推進係長

（水道局業務課営業係長）

農林課長補佐兼林政係長（農林課副主幹兼林政係長）

農林楳副主幹兼農政係長

（水産課長補佐兼水産援興係長）

O商業観光線副主幹兼商業仮興係長

（商業観光課観光復興係長）

0土木課副主幹兼用地係長（水道局施股限工務係長）

0土木課副主幹兼建設第一係長（土木課建設第一係長）

都市計画課副主幹兼管理係長

（街路公園課副主幹兼管理係長）

O都市計画課副主幹兼計画係長

－土地開発公社工務課長補佐・工務係長

（都市計画課都市政策係長）

区画整理課副主幹兼管理係長

（区画整理課長補佐兼管理係長）

O建築指導課副主幹兼開発指導係長

（建築指導課開発指導係長）

高速道対策課副主幹兼計画調査係長

（伊形支所長・副主幹）

水道局施設課副主幹兼配水係長

（水道局施設課長補佐兼配水係長）

O議会事務局副主幹兼議事係長（議会事務局議事係長）

0保健体育課副主幹兼保健給食係長

高久宏一郎

合原 達雄

宇和田 光洋

岡 川 秀敏

西村 繁光

上 回 l‘民＜＝.ー－－－ 

山 部 真澄

吉 田 恭訟

山田 和美

山部美津弘

中野 孝一

本部 慶一

自IJ回 繁男

斎藤 宗男

原因 誠三

大崎 治幸

黒水 直雅

佐膝 光春

佐藤 同己

野々下 ｜噂司

興侶 次郎

津田 誠剛

訟回 謙二

佐藤 賢了

（高速道対策課用地第二係長兼土地開発公社用地銀用地第二係長）

2 

兼社会教育センター係長

（カルチャープラザのベおか社会教育センター館長補佐

兼社会教育センター係長）

（係長級）

管理課工事管理係専門只（区画整理課計画係長） 日 高 i享三

納税課納税第一係長（水道局施設課給水係長） 松 フE 剛

0納税課納税第二係長（納税課納税第二係主査） 鉾之原 ，芳aニ3，、

市民課窓口係長（社会教育課青少年教育係長） 野 敏

0生活環境線環境保全係長（消姉工場施設係主査） 大崎 友英

資源対策課事業係長（クリーンセンタ一事業係長） 溝田 輝男

0福祉課保護第三係長 松崎 祥夫

（高齢者対策謀高齢者対策係主査）

0児童家庭謀児童家庭係長 高村 英生

（児童家庭課障害福祉係主査）

健康管理課保健予防係長（健康管理課健康推進係長） 上ノ原一道

商業観光課観光振興係長（市民銀窓口係長） 浜松 泰宏

0土木課建段第二係長（水道局施設繰工務係主査） 福永 秀樹

都市計画課街路係長（土木課建股第二係長） 山 本 昌男

都市計画課公園係長（街路公国課公園係長） 田中 文靖

0区画整理課事業係専門員 甲 斐 真

（健康管理眼健康推進係主査）

高速道対策課用地第二係長兼土地開発公社 本庄 俊博

用地課用地第二係長（高速道対策課計画調査係長）

O下水道課管理係長（下水道線管理係主査） 後藤 博文

O下水道課施股係長（下水道課施股係主査） 片岡 紀元

水道局業務課営業停長（水道局業務課営業係専門員） 白糸 紀俊

水道局施政課給水係長（生活環境際環境保全係長） 赤星 清次

議会事務局総務係長（福祉課保護第三係長） 宮田 佳司

社会教育繰青少年教育係長（納税課納税第一係長） 城 戸 渉

カルチャープラザのベおか図書館図書館サービス係長竹井 豊実

（カルチャープラザのベおか図書館管理係長）

（主査級）

企画課企画調整係主査（教委・総務課総務係主査） 一 浦 健

0企画課統計係主査（市民謀） 岩崎 クミエ

0総務課総務係主査（総務課） 池田 優子

0管財課財産係主査（管財課） 吉田 勝幸

0市民税課市民税第一係主査（市民税課） 浅 野 繁

市民税課市民税第二係主査 甲斐 敏信

（市民税課市民税第一係主査）

資産税課資産税第一係主査（企画課広域行政係主査） 安藤 陸行

0資産税課資産税第一係主査（資産税課） 工 藤 博

0市民課国民年金係主査（市民課） 長納 行伸

国民健康保険謀総務係主査（介灘保険謀総務係主査） 三宅美代子



0国民健成保険課納税係主査（国民健康保険課）

生活環境課環境保全係主査（総務課総務係主査）

生活環境課交通安全対策係主査

（交通安全対策室主査）

資源対策課リサイクル推進係主査

（土木課管理係主査）

0消柿工場施設係主査（都市計画課）

O児童家庭課児童家庭係主査（児童家庭課）

松田一郎

小村岡司

｛ 主蒔幸一

乾 拓志

宮 l羽詰

稲葉英夫

児童家庭課保育係主査（児童家庭課児童家庭係主査） 田 村 泉

O児童家庭課障害福祉係主査（児童家庭際） 年森 邦昭

介護保険課総務係主査（社会教育課社会教育係主査） 山 下 幸子

戸田いづみ

情報管理課（市民課）

合併対策室（学校教育課）

II （民間企業派ii~研修）

総務政（土木課）

（介護保険課）

II （市民課）

職員課（宮崎県派遣研修）

II （市民税課）

民間企業派遣研修（国民健康保険課）

宮崎県派遣研修（職日課）

管財課（教委・総務課）

II （国民健康保険錬）介語保険課認定係主査（介護保険謀総務係主査）

健康管理課健康推進係主査 伊東 優｜ 財政諜（福祉課）

（生活環境課環境保全係主査）

農村整備課土地改良係主査 矢野信雄

資産税;r~ （児童家庭諜）

II （生活環境課）

（水道局施設課維持係主査） ｜ 納税牒（土木課）

農村整備課地籍調査係主査（区画整理課事業係主査） 問 中 勝美｜ II （福祉課）

0水産課水産復興係主査（水産課） 木野宮 雅敬｜ 市民課（水道局業務課）

O商業観光課商業掻興係主査（商業観光課） 那須 美保子｜ II （島浦支所）

商業観光課商業撮興係主査（納税課納税第二係主査） 熊谷 俊一 II （総務課）

工業掻興課工業振興係主査

（市民税課市民税第二係主査）

都市計画課管理係主査（街路公園課公聞係主査）

都市計画課管理係主査（街路公園繰管理係主査）

都市計画課街路係主査（街路公園課街路係主査）

都市計画課公園係主査（農林課畜産係主査）

都市計画課公園係主査（街路公園課公園係主査）

下水道際業務係主査（下水道課維持係主査）

0下水道謀施設係主査（下水道課）

水道局業務課総務係主査

（商業観光課観光額興係主査）

水道局業務課収納係主査

（国民健康保険課賦課係主査）

0水道局施設課維持係主査（水道局施設課）

水道局施般課維持係主査（土木課道路維持係主査）

監査委員事務局監査係主査

（児童家庭課児童家庭係主査）

教委・総務課総務係主査

（高齢者対策課地域福祉係主査）

O社会教育課社会教育係主査（社会教育課）

文化際文化振興係主査（会計課審査係主査）

Oカルチャープラザのベおか図書館管理係主査

（カルチャープラザのベおか図書館）

（一般職員）

企画課（納税課）

II （会計課）

松尾美都子

甲斐 典 洋

有野公教

甲斐岩美

鬼束英俊

黒木換文

黒木節雄

菊池金美

森敬 俊

津曲正徳

堀川勉

日吉哲也

下玉利目代

尾畑教秋

II （国民健康保険蝶）

東海支所（市民課）

島両ti支所（国民健康保険錬）

国民健康保険課（水道局業務課）

II （農村整備課）

II （下水道課）

II ( II ) 

II （消防署－消防第二課）

II （児童家庭課）

生活環境課（交通安全対策室）

II （高速道対策腺）

II （水道局施設媒）

II （交通安全対策室）

資源対策謀（下水道課）

清締工場（クリーンセンター）

II （建築住宅課）

高齢者対策課（生活環境線）

II （健康管理課）

福祉課（クリーンセンター）

岩村菊代 1 II ( II 

野下美智江｜ II （文化課）

浜松 尚己 1 II （農林課）

馬服一郎

工蕗幸子

3 

児童家庭課（市民課）

II 

II 

II 

II 

II 

（資産税課）

（国民健康保険課）

（区画整理課）

（高速道対策課）

（区画整理牒）

憤 山 将 士

式 地 香 織

竹光俊司

高橋健治

粟田信郎．

江川智絵

井上学

鈴木慎司

長浜由至

磯田昌宏

和田敏明

佐膝吉子

日高寛

佐伯秀一郎

阿 部 宏 一

河野秀朗

山口重樹

西川房子

向井俊郎

中西美香

小 田 泰 子

岩田美代子

夏田高幸

楠ー海

上米良純

吉 田 等

島 田 順 一

甲斐文雄

川良有香

虎取信一

回口哲郎

池田元洋

松岡直子

稲村斎

矢 野 栄 次

深江正勝

渡辺明広

吉留由美子

一星智

見 玉 高 通

山田聡

松 田 英 輔

大 淵 千 艶 子

岩田幸三

甲斐亮子

山本直美

長光直明

上杉拓巳



介護保険課（企画課）

II （消防署消防第一課）

健康管理課（高齢者対策課）

農林課（資産税課）

II ( II 

II （下水道課）

II （児童家庭課）

農村整備銀（工業医興課）

水産課（児童家庭課）

商業観光課（福祉課）

宮崎県物産仮興センタ一派遣研修（商業観光課）

工業振興課（保健体育課）

土木課（管財課）

II ( fl ) 

II （クリーンセンター）

II （農村整備課）

II （工業振興課）

II （下水道課）

都市計画課（街路公園課）

、．z
’

M

M

 

，，．‘、，，．‘、

1

1

 

1

1

 

II （農村監備課）

II （街路公回線）

区画整理課（市民課）

II （下水道課）

建築住宅課（清掃工場）

建築指導課（教委・総務課）

高速道対策課｛下水道課）

II （農林探）

下水道課（職員課）

II （納税課）

II （土木課）

水道局業務課（市民課）

水道局施設課（下水道媒）

II ( II ) 

II （土木課）

fl ( II ) 

会計課（介護保険課）

II （伊形小学校）

議会事務局｛情報管理課）

教委・総務課（建築指導課）

社会教育限（資産税課）

保健体育課（福祉課）

文化課（議会事務局）

【異動数 2 3 2人］

吉田尚良 保育所等施設職員異動

松田 知樹｜ 土々呂保育所長・主査（東海保育所長・主査）

橘 久 美｜ 東海保育所長・主査（恒富保育所長・主査）

児玉 純郎｜ 恒富保育所長・主査（ーケ岡保育所長・主査）

河野 ひでよ IOーケ阿保育所長・主査（東海保育所）

佐藤 房美｜ 中島保育所長兼中島児童館長・主査

佐蕗 友美｜ （中島保育所長・主査）

竹内祐子

構図 裕美

志田尚之

染矢博文

吉田哲也

下回計真

山本洋美

新名岳史

岩 田直也

河．野健

中村雄二

夏 回展行

瀧 本博文

羽田克広

黒木紀行

福 島附紀

西田孝司

児 玉栄代

吉永 安秀

福田義人

護遁雅一

金丸鉱

工藤秀樹

山口智之

松沢晃巨

木島雄一郎

山 下速雄

戸田義孝

柳田弘

甲斐一郎

佐 藤規裕

松永利勝

矢野美 由 紀

岡田 健一

白石美香

田上晋也

黒木幹生

太田康品

山下児童館長・主査（東海支所・主査）

川中保育所（伊形保育所）

II （南保育所）

土々呂保育所（川中保育所）

東海保育所（日の出保育所）

II （東保育所）

恒富保育所（中島保育所）

伊形保育所（ーケ岡保育所）

東保育所（ーケ岡保育所）

日の出保育所（山下児童館長）

II （土々呂保育所）

南保育所（恒富保育所）

ーケ岡保育所（中島保育所）

II （川中保育所）

中島保育所（中島児童館長）

II （東海保育所）

【異動数 2 1人1

学校・幼稚園市職員異動

（幼稚園教諭）

恒富幼稚園（西階幼稚園第2困舎）

南幼稚園（上南方幼稚園）

上南方幼稚園（総務課付・恒宮幼稚園）

総務課付・第2困舎（西階幼稚園）

（学校事務員）

延岡小学校（南方中学校）

西小学校（南方小学校）

緑ケ丘小学校（熊野江中学校）

南方小学校（土々呂中学校）

伊形小学校（東海中学校）

東海中学校（延岡小学校）

黒岩中学校（浦域小学校）

土々呂中学校（緑ケ丘小学校）

熊野江中学校（西小学校）

（用務員）

延岡小学校（東小学校）

緑ケ丘小学校（港小学校）

東小学校（南中学校）

港小学校（恒宮中学校）

4 

池田順子

汐川佐和子

井手口伊穂子

大脇きよ子

福良和子

室井光子

山 本 千 億 子

渡部博子

佐醸美穂子

山下洋子

市田恵美子

年森有里

大山栄子

矢野宮代

甲 斐 朗 美

復元二美

甲斐真美

黒田奈緒子

大久保麻紀

迫田千波

矢野修子

永井美千子

竹井裕美子

森美智恵

沖田智代美

黒木リツ子

新名清子

岩永みどり

甲斐祥子

贋松純子

長友智子

原田美代子

林田洋子

山崎美重子

底本雅人

串間慶一

甲斐秀雄

柳田文生



ーヶ岡小学校（緑ケ丘小学校） 斐 1青 平成 15年 3月31日付 退職者 3 1人

東海東小学校（延岡小学校） 日1中 和美 都市整備部長 原田 博史

恒富中学校 CiN抑工場） 穿5 崎 豊 建設部長 犬童 勝己

南中学校（ーヶ問小学校） 林 田 米盛 議会事務局長 年採 弘光

（学校調理士） 交通安全対策室長 佐蒔 正勝

旭小学校（東小学校） 末 長真里子 納税課長補佐兼管理係長 れI• 米田俊雄

恒富小学校（島野浦学校給食共同調理場） 黒木 典子 カルチャープラザのベおか図書館長補佐兼図書館係長岩田 fll明

西小学校（延岡小学校） 高島 靖子 青少年育成センタ一所長 安部 正博

西小学校（東小学校） 松田 君代 市民課窓口係主査 松田 健一

南小学校（東海小学校） 上脇 尚美 児童家庭謀児童家庭係主査 れ，.米間節子

東小学校（南小学校） 柳田 洋子 土々日保育所長・主査 松崎 和子

東小学校（恒富小学校） 松田 光代 健康管理課保健予防係主査 川畑三千代

方財小学校（港小学校） 上野志保子 街路公園課公団係主査 愛川 修平

方財小学校（ーヶ岡小学校） 甲斐 キミ子 土木課管理係主査 九鬼 照子

東海小学校（土々呂小学校） 中山 英子 監査委員事務局監査係主査 内雌セイ子

川島小学校（土々呂小学校） 岩切美智代 文化課文化振興係主査 稲田 芳子

川島小学校（港小学校） 中 村加津代 企画課 岩村 直子

土々呂小学校（伊形小学校） 野上 雅子 II 松本 京子

上南方小学校（方財小学校） 甲 斐 文子 総務課 元・山 正一

島野浦学校給食共同調理場（間宮小学校） 夏回恵美子 日の出保育所 洋子

島野浦学校給食共同調理場（西小学校） 甲斐 紀子 島浦保育所 河野 桂子

ーヶ岡小学校（緑ケ丘小学校） 甲 斐 加代 介護保険課 酒井 聖子

伊形小学校（南小学校） 赤木 真弓 下水道課 高 橋 嫡

東海東小学校（旭小学校） 佐藤 由紀 水道局施設楳 川｜名 重男

II 椎葉 広人

［異動数 40人］ 南幼稚園 松田 和美

西小学校 赤星知恵子

上南方小学校 黒木 純子

平成 15年4月 1日付 新規採用職員 1 5人 島野浦小学校 阿蘇野直美

市民税課 永友 孝生 熊野江小学校 促本アケミ

II 赤星 光昭 東海東小学校 森下 正人

資産税課 東長 史高 II 小原千代子

納税課 宮 田 博徳

II 海老原丈聡
異動総数 3 3 9人

市民課
内 t1;JI) I 5人

山崎 樹里
退取 3 I人

II 1賓回 幸枝

国民健康保険課 飯干 泰成 ifi f差額Hii 2 I 3人

高齢者対策課 酒井 勝洋
~ 島 8 0 b. 

2 9 3人

児童家庭課 伊住 真教

中島児童館 山 本 円 。役 QI.g』l異動内訳（ tf:lfl.退隠除く｝

土木課 織田 勝幸 （内昇任｝

I'm tを 級 5人 2人｝
II 竹内 一博

部次長級 5人 3人｝

下水道標 柳田 弘一 震 fl: 級 I 5人 7人｝

II 山田 宏樹 Z重次長級 2 3人 ( 1 6人｝

ft. fl:繍佐級 2 4人 ( I 5人）

係 E主 級 2 2人 8人｝

主 王E 級 4 9人 ( I 7人｝

一般聡 n I 5 0人

2 9 3人 ( 6 8人）

5 




