平成 30 年 4 月 1 日付

人事異動内示通知書
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平成３０年３月２６日発表
備前市は、２６日、４月１日付で発令する人事異動を発表。
今回の人事異動は、新庁舎建設を見据えた機構改革の実施により、分散している同種事業の集約及び
組織のスリム化を図り、各種施策を円滑に実行できるよう人員を配置した。
また、横断的な行政経営がなお一層求められる中、本年度創設の「米百俵基金」による人づくりのた
めの施策など、関係各課が横断的に連携実施していくことも想定した配置としている。
個別には、市長公室企画課に地方創生推進担当課長及びふるさと寄附担当課長を、産業部都市住宅課
に移住定住推進担当課長を配置し、地方創生の推進及びふるさと寄附の促進を図るとともに、人口減少
問題、移住定住及び空き家対策等の住宅施策の取組強化を図ることとしている。
さらに、都市住宅課においては、岡山県との人事交流による専任の職員を配置し、都市計画施策の充
実を図り、産業観光課においては、備前焼をはじめ観光施策等の担当部署を集約することで、施策の効
率的な実施を実現するとともに、保健福祉部子育て支援課においては、子育て世代包括支援センターを
新たに設置し、専任の職員を配置することで、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援の実施を図
ることとした。
同時に、同一業務に長期間従事している職員の配置替えに加え、退職者の補充を行っている。
異動総数（再任用除く）は、３７２人（実人員３３７人）で、その内訳は、配置替１５４人、昇任・
昇格５３人、採用２０人、派遣９人、退職３０人、その他１０６人となっている。
◎平成３０年４月１日付
区
部

（単位
分

長

任
採
格

用 派

遣 退

職 そ の 他

4

1

部 次 長 ・ 副 参 与 級

17

10

2

課

級

22

12

課 長 代 理 ・ 副 参 事 級

40

18

課 長 補 佐 ・ 主 幹 級

53

16

係

級

51

28

級

22

7

主事・主事補／技師・技師補 級

56

21

技

員

16

3

師

1

員

7

1

2

2

2

員

25

4

7

5

6

士

11

8

1

1

1

諭

10

4

1

諭

28

18

3

3

372

154

53

20

・

参

・

主

主

与

昇
昇

13

長

参

配 置 替

級

長

・

計

事

査

任

能

労

務

職

医
医
保
保
幼
保

療
健

技
・

育

術
看

園

稚

護
保

園
育

職
育
教

教
計

職

人）

3

5

1

4

1

9

12

1

9

15

2

1

19

3

2

17

1
7

8
7

1

2

3

24

4

7

1

1

3

5

9

3

1

30

106

平成30年 4月 1日付人事異動（内示）
平成30年3月26日
新任

旧任

氏名

【 部長・参与級 】
市長公室長

保健福祉部長

高山 豊彰

(兼)福祉事務所長
市長公室参与

市長室参与

高見 元子

(兼)秘書広報課長事務取扱

(兼)秘書広報課長事務取扱

総務部長

総合政策部長

佐藤 行弘

総務部参与

総合政策部参与

尾野田 瑞穂

(兼)庁舎建設担当官

(兼)庁舎建設担当官

(兼)検査官

(兼)検査官

(兼)契約管財課長事務取扱

(兼)契約管財課長事務取扱

(兼)施設建設・再編課参事事務取扱

(兼)施設建設・再編課参事事務取扱

市民生活部長

市民生活部長

(兼)選挙管理委員会事務局参与

(兼)市民窓口課長事務取扱

今脇 誠司

(兼)コンパクト行政係長事務取扱
(兼)三石出張所長事務取扱
(兼)選挙管理委員会事務局参与
(兼)選挙管理委員会事務局長
保健福祉部長

保健福祉部参与

(兼)福祉事務所長

(兼)市民総活躍担当監

山本 光男

(兼)保健課長事務取扱
(兼)市長室危機管理課参事事務取扱
産業部長

総合政策部参与

(兼)庁舎建設担当官

(兼)庁舎建設担当官

平田 惣己治

(兼)施設建設・再編課長事務取扱

(昇)

建設部長

まちづくり部参与（上下水道担当）

藤森 亨

日生総合支所長

日生総合支所長

大道 健一

(兼)管理課長事務取扱

(兼)管理課長事務取扱

(兼)選挙管理委員会事務局日生分室長

(兼)選挙管理委員会事務局日生分室長

病院総括事務長

備前病院事務部事務長

金井 和字

市長公室次長

総合政策部副参与

岩﨑 和久

(兼)政策監

(兼)人口減対策監

(兼)企画課長事務取扱

(兼)地方創生推進課長事務取扱

市長公室副参与

保健福祉部副参与

(兼)危機管理課長事務取扱

(兼)子育て支援課長事務取扱

(兼)備前病院事務部事務長事務取扱
(兼)介護老人保健施設備前さつき苑事務部事務長事務取扱
(兼)備前市訪問看護ステーション副施設長事務取扱
【 部次長・副参与級 】
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藤田 政宣

新任

旧任

総務部次長

教育委員会教育部副参与

(兼)政策監

(兼)生涯学習課長事務取扱

(兼)財政課長事務取扱

(兼)青少年育成センター所長事務取扱

氏名
高橋 清隆

(兼)歴史民俗資料館長事務取扱
(兼)加子浦歴史文化館長事務取扱
(兼)視聴覚ライブラリー館長事務取扱
(兼)図書館長事務取扱
(兼)市民センター館長
(兼)日生市民会館長
総務部副参与

総合政策部副参与

(兼)総務課長事務取扱

(兼)財政課長事務取扱

河井 健治

(兼)固定資産評価審査委員会事務局長
市民生活部次長

総合政策部次長

(兼)政策監

(兼)企画課長事務取扱

野道 徹也

(兼)市民課長事務取扱
(兼)市民課三石出張所長事務取扱
(兼)選挙管理委員会事務局長
市民生活部副参与

市民生活部次長

(兼)市民協働課長事務取扱

(兼)政策監

杉田 和也

(兼)公共交通課長事務取扱
保健福祉部次長

教育委員会教育部次長

(兼)政策監

(兼)小中一貫教育推進課長事務取扱

眞野 なぎさ

(兼)子育て支援課長事務取扱
保健福祉部副参与

保健福祉部次長

(兼)社会福祉課長事務取扱

(兼)政策監

丸尾 勇司

(兼)社会福祉課長事務取扱
(兼)臨時給付金対策課長事務取扱

(昇)

産業部次長

まちづくり部次長

坂本 基道

(兼)政策監

(兼)政策監

(兼)農政水産課長事務取扱

(兼)里海・里山課長事務取扱

(兼)市長公室危機管理課参事事務取扱

(兼)市長室危機管理課参事事務取扱

(兼)農業委員会事務局長

(兼)農業委員会事務局長

産業部副参与

まちづくり部まち営業課長

芳田 猛

建設部次長

まちづくり部副参与

梶藤 勲

(兼)政策監

(兼)上下水道課長事務取扱

(兼)産業観光課長事務取扱

(兼)水道課長事務取扱
日生病院事務部事務長

総合政策部副参与
(兼)総務課長事務取扱
(兼)固定資産評価審査委員会事務局長
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石原 史章

新任

旧任

教育委員会教育部次長

市長室次長

(兼)政策監

(兼)シティセールス推進課長事務取扱

氏名
田原 義大

(兼)文化振興課長事務取扱
(兼)埋蔵文化財管理センター所長事務取扱
(兼)歴史民俗資料館長事務取扱
(兼)加子浦歴史文化館長事務取扱
(昇)

教育委員会教育部副参与

教育委員会教育部教育総務課長

大岩 伸喜

（出向）監査委員事務局

原武 宣弘

市長公室企画課ふるさと寄附担当課長

市長室シティセールス推進課参事

初治 慎一

(兼)ふるさと寄附係長事務取扱

(兼)ふるさと寄附係長事務取扱

(兼)教育振興課長事務取扱
（解派遣）会計検査院
【 課長・参事級 】

(兼)備前焼ミュージアム主査事務取扱
市長公室企画課地方創生推進担当課長

市民生活部市民協働課長

馬場 敬士

総務部施設建設・再編課長

教育委員会教育部教育総務課参事

砂田 健一郎

(兼)施設係長事務取扱
(兼)幼児教育課こども園建設推進係主査事務取扱
(兼)総合政策部施設建設・再編課副参事
総務部施設建設・再編課参事

総合政策部施設建設・再編課参事

桑原 淳司

(兼)施設建設・再編係長事務取扱

(兼)施設建設・再編係長事務取扱

総務部税務課長

市民生活部税務課長

竹林 幸作

保健福祉部保健課長

教育委員会教育部教育総務課参事

森 優

(兼)市長公室危機管理課副参事事務取扱

(兼)庶務係長事務取扱

保健福祉部介護福祉課長

保健福祉部介護福祉課長

今脇 典子

(兼)医療福祉連携課長
(兼)臨時給付金対策課長代理事務取扱
産業部都市住宅課長

市長室秘書広報課参事（秘書担当）

大森 賢二

産業部都市住宅課移住定住推進担当課長

介護老人保健施設備前さつき苑事務部事務長

濱山 一泰

(兼)備前市訪問看護ステーション副施設長
産業部都市住宅課参事

岡山県

須田 和徳

建設部建設課長

まちづくり部まち整備課長

淵本 安志

建設部建設課参事

まちづくり部里海・里山課参事

岸本 豊弘

(兼)耕地治山係長事務取扱

(兼)里山・耕地治山係長事務取扱

建設部水道課参事

まちづくり部上下水道課参事

(兼)水道施設係長事務取扱

(兼)水道施設係長事務取扱

建設部下水道課長

市長室危機管理課長

小川 勝巳

建設部下水道課参事

まちづくり部上下水道課参事

池本 吉弘

(兼)下水道施設係長事務取扱

(兼)下水道施設係長事務取扱

教育委員会教育部文化振興課参事

教育委員会教育部生涯学習課参事

(兼)文化財係長事務取扱

(兼)文化財係長事務取扱

(兼)備前焼ミュージアム主査事務取扱

(兼)埋蔵文化財管理センター所長事務取扱
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杉本 成彦

石井 啓

新任

旧任

教育委員会教育部文化振興課参事

市長室シティセールス推進課参事

(兼)文化振興係長事務取扱

(兼)事業推進係長事務取扱

氏名
畑下 昌代

(兼)世界・日本遺産推進係長事務取扱
教育委員会教育部社会教育課長

市民生活部文化スポーツ課長

横山 裕昭

教育委員会教育部社会教育課日生地域公民館長

教育委員会教育部生涯学習課日生地域公民館長

山口 晋作

(兼)寒河コミュニティセンター館長

(兼)寒河コミュニティセンター館長

(兼)図書館日生分館長

(兼)図書館日生分館長

(兼)日生市民会館長代理事務取扱

(兼)日生市民会館長代理事務取扱

(兼)文化振興課加子浦歴史文化館主査事務取扱

(兼)加子浦歴史文化館主査事務取扱

教育委員会教育部社会教育課日生地域公民館参事

吉永総合支所管理課参事

(兼)図書館日生分館主査事務取扱

(兼)総務管理係長事務取扱

(兼)日生市民会館主査事務取扱

(兼)選挙管理委員会事務局吉永分室次長

(兼)青少年育成センター所長事務取扱
(兼)図書館長事務取扱
(兼)市民センター館長
(兼)日生市民会館長

松下 広信

(兼)文化振興課加子浦歴史文化館主査事務取扱
教育委員会教育部社会教育課吉永地域公民館長

教育委員会教育部生涯学習課吉永地域公民館長

(兼)図書館吉永分館長

(兼)図書館吉永分館長

(兼)文化振興課吉永美術館長

(兼)吉永美術館長

選挙管理委員会事務局次長

選挙管理委員会事務局次長

(兼)市民生活部市民課長代理

(兼)市民生活部市民窓口課参事

(兼)窓口係主査事務取扱

(兼)窓口サービス係主査事務取扱

浅野 隆之

藤森 仁美

【 課長代理・副参事級 】
市長公室秘書広報課長代理

市長室秘書広報課副参事

(兼)秘書係長事務取扱

(兼)広報・ＳＮＳ係長事務取扱

國光 裕一郎

(兼)秘書係主査事務取扱
(兼)シティセールス推進課世界・日本遺産推進係主査事務取扱
(兼)備前焼振興係主査事務取扱
(兼)備前焼ミュージアム主査事務取扱
(兼)危機管理課消防防災係主査事務取扱
(昇)

(昇)

市長公室企画課長代理

総合政策部企画課長補佐

(兼)地方創生推進係長事務取扱

(兼)企画戦略係長事務取扱

市長公室危機管理課長代理

介護老人保健施設備前さつき苑事務部事務次長

(兼)消防防災係長事務取扱

(兼)庶務係長事務取扱

河上 洋之

直原 吉洋

(兼)備前病院事務部庶務係主査事務取扱
(兼)備前市訪問看護ステーション主査事務取扱
市長公室危機管理課副参事

まちづくり部まち整備課副参事

(兼)くらし安全係長事務取扱

(兼)管理係長事務取扱

総務部総務課長代理

総合政策部総務課長代理

(兼)職員係長事務取扱

(兼)職員係長事務取扱
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山本 あゆみ

青木 克行

新任
(昇)

(昇)

(昇)

(昇)

旧任

総務部総務課副参事

総合政策部総務課長補佐

(兼)行政係長事務取扱

(兼)行政係長事務取扱

(兼)固定資産評価審査委員会事務局主幹

(兼)固定資産評価審査委員会事務局主幹

総務部財政課長代理

総合政策部財政課長補佐

(兼)行革推進係長事務取扱

(兼)行革推進係長事務取扱

総務部財政課副参事

総合政策部財政課主幹

(兼)財政係長事務取扱

(兼)財政係長事務取扱

総務部契約管財課長代理

総合政策部契約管財課長補佐

(兼)財産管理係長事務取扱

(兼)財産管理係長事務取扱

(兼)契約監理係主査事務取扱

(兼)契約監理係主査事務取扱

(兼)施設建設・再編課施設建設・再編係主査事務取扱

(兼)施設建設・再編課施設建設・再編係主査事務取扱

総務部税務課長代理

総合政策部地方創生推進課長代理

(兼)市民税係長事務取扱

(兼)ふるさと創生係長事務取扱

市民生活部環境課長代理

吉永総合支所管理課長代理

(兼)保全係長事務取扱

(兼)総務管理係主査事務取扱

氏名
三宅 貴夫

横谷 重樹

竹林 伊久磨

新庄 英明

木和田 純一

兼光 伸英

(兼)選挙管理委員会事務局吉永分室主幹
(昇)

(昇)

保健福祉部保健課長代理

保健福祉部保健課長補佐

則枝 勇人

(兼)保険医療係長事務取扱

(兼)保険医療係長事務取扱

保健福祉部介護福祉課副参事

保健福祉部医療福祉連携課長補佐

榮 研二

保健福祉部社会福祉課長代理

市長室秘書広報課長代理

草加 浩一

(兼)障がい者福祉係長事務取扱

(兼)秘書係長事務取扱

保健福祉部社会福祉課副参事

まちづくり部まち整備課副参事

(兼)社会福祉係長事務取扱

(兼)管理係主査事務取扱

(兼)医療福祉連携係長事務取扱

山口 久美子

(兼)高齢者福祉係主査事務取扱
(昇)

産業部農政水産課長代理

まちづくり部里海・里山課長補佐

(兼)農政水産係長事務取扱

(兼)農政係長事務取扱

菊川 智宏

(兼)里海・水産係長事務取扱

(昇)

産業部都市住宅課長代理

まちづくり部里海・里山課副参事

(兼)都市計画係長事務取扱

(兼)里山・耕地治山係主査事務取扱

産業部都市住宅課副参事

議会事務局主幹

(兼)移住定住推進係長事務取扱

(兼)議事係主査事務取扱

建設部建設課長代理

保健福祉部社会福祉課長代理

(兼)管理係長事務取扱

(兼)障がい者福祉係長事務取扱

大森 康晴

青木 弘行

中野 智子

(兼)臨時給付金対策課主幹
(昇)

(昇)

建設部建設課副参事

まちづくり部まち営業課長補佐

(兼)管理係主査事務取扱

(兼)まち商工係長事務取扱

建設部下水道課長代理

まちづくり部上下水道課長補佐

(兼)下水道業務係長事務取扱

(兼)業務係長事務取扱

6

隅谷 淳就

高坂 泰

新任

旧任

日生総合支所管理課長代理

日生総合支所管理課長代理

(兼)総務管理係長事務取扱

(兼)総務管理係長事務取扱

(兼)市長公室危機管理課消防防災係主査事務取扱

(兼)市長室危機管理課消防防災係主査事務取扱

(兼)選挙管理委員会事務局日生分室次長

(兼)選挙管理委員会事務局日生分室次長

吉永総合支所管理課長代理

農業委員会事務局次長

(兼)総務管理係長事務取扱

(兼)まちづくり部里海・里山課長代理

(兼)産業部農政水産課農政水産係主査事務取扱

(兼)農政係主査事務取扱

氏名
中畑 喜久弥

奥西 重裕

(兼)選挙管理委員会事務局吉永分室次長
(兼)農業委員会事務局主査
介護老人保健施設備前さつき苑事務部事務次長

まちづくり部まち整備課長代理

(兼)庶務係長事務取扱

(兼)まち建築係長事務取扱

(兼)備前病院事務部庶務係主査事務取扱

(兼)空き家対策係長事務取扱

藤森 勝一

(兼)備前市訪問看護ステーション主査事務取扱
教育委員会教育部教育振興課長代理

教育委員会教育部教育総務課長代理

(兼)総務計画係長事務取扱

(兼)教育の未来創造係長事務取扱

(兼)社会教育課社会教育係主査事務取扱

(兼)生涯学習課生涯学習係主査事務取扱

教育委員会教育部社会教育課副参事

保健福祉部社会福祉課副参事

(兼)スポーツ振興係長事務取扱

(兼)社会福祉係長事務取扱

行正 英仁

久次 圭一

(兼)介護福祉課高齢者福祉係長事務取扱
(兼)臨時給付金対策課主幹
教育委員会教育部社会教育課副参事

教育委員会教育部生涯学習課副参事

大西 健夫

(兼)社会教育係長事務取扱

(兼)生涯学習係長事務取扱

(兼)青少年育成センター主査事務取扱

(兼)青少年育成センター主査事務取扱

農業委員会事務局次長

市民生活部文化スポーツ課長代理

(兼)産業部農政水産課長代理

(兼)文化振興係長事務取扱

(兼)農政水産係主査事務取扱

(兼)スポーツ振興係長事務取扱

(出向)監査委員事務局

（派遣）会計検査院

春森 弘晃

市長公室秘書広報課長補佐

市民生活部環境課長補佐

谷口 和弘

(兼)広報・ＳＮＳ係長事務取扱

(兼)保全係長事務取扱

瀬尾 茂樹

【 課長補佐・主幹級 】

(兼)秘書係主査事務取扱
(兼)危機管理課消防防災係主査事務取扱
市長公室企画課長補佐

総合政策部総務課付主幹

(兼)企画係長事務取扱

自治体国際化協会派遣

総務部総務課長補佐

総合政策部総務課主幹

(兼)職員係主査事務取扱

(兼)職員係主査事務取扱

総務部財政課長補佐

総合政策部企画課主幹

(兼)電算管理係長事務取扱

(兼)ICTまちづくり係長事務取扱

(兼)市長公室危機管理課消防防災係主査事務取扱

(兼)市長室危機管理課消防防災係主査事務取扱

総務部契約管財課長補佐

市民生活部税務課長補佐

(兼)契約監理係長事務取扱

(兼)税務総務係長事務取扱
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吉田 祐介

岡田 真理

文田 義宣

阿部 礼子

新任
(昇)

旧任

総務部契約管財課主幹

氏名

総合政策部契約管財課契約監理係主査

西村 昌英

総務部施設建設・再編課長補佐

総合政策部施設建設・再編課長補佐

祇園 進太郎

(兼)施設建設・再編係主査事務取扱

(兼)施設建設・再編係主査事務取扱

総務部税務課長補佐

市民生活部税務課資産税係長

岡村 巧

総務部税務課主幹

選挙管理委員会事務局主査

北川 竜介

(兼)資産税係主査事務取扱

(兼)市民生活部市民窓口課窓口サービス係主査

総務部税務課主幹

市民生活部税務課収納推進係長

(兼)収納推進係長事務取扱

(兼)債権回収係長

(兼)契約監理係主査事務取扱

(昇)

(兼)資産税係長事務取扱
(昇)

(昇)

光友 公昭

(兼)債権回収係長事務取扱

(昇)

市民生活部市民課長補佐

市民生活部市民窓口課長補佐

田原 美智代

(兼)窓口係長事務取扱

(兼)窓口サービス係長事務取扱

(兼)選挙管理委員会事務局主査

(兼)選挙管理委員会事務局主査

市民生活部市民協働課主幹

市民生活部税務課市民税係長

森本 一生

保健福祉部保健課長補佐

保健福祉部保健課主幹

槙野 圭祐

(兼)健康係長事務取扱

(兼)健康係長事務取扱

保健福祉部介護福祉課主幹

保健福祉部介護福祉課介護保険係主査

(兼)介護保険係主査事務取扱

(兼)臨時給付金対策課主査

保健福祉部社会福祉課長補佐

保健福祉部社会福祉課長補佐

(兼)生活福祉係長事務取扱

(兼)生活福祉係長事務取扱

(兼)公共交通係長事務取扱

(昇)

米本 誠吾

星尾 雄二

(兼)臨時給付金対策課長補佐

(昇)

保健福祉部子育て支援課長補佐

保健福祉部子育て支援課長補佐

文田 栄美

(兼)すこやか相談係長事務取扱

(兼)子ども・子育て支援係長事務取扱

(兼)子育て支援係長事務取扱

(兼)教育委員会教育部幼児教育課こども園建設推進係主査

産業部農政水産課長補佐

総合政策部契約管財課契約監理係長

出射 詩都

産業部産業観光課長補佐

まちづくり部まち営業課主幹

坂本 寛

(兼)観光推進係長事務取扱

(兼)おもてなし観光係長事務取扱

(兼)里海・里山係長事務取扱

(兼)市長室シティセールス推進課備前焼振興係長事務取扱

(昇)

産業部産業観光課主幹

総合政策部総務課付主幹

田口 里永子

(兼)観光推進係主査事務取扱

岡山県（大阪事務所）派遣

産業部産業観光課主幹

まちづくり部まち営業課企業立地係長

川平 昌彦

産業部都市住宅課長補佐

市長室危機管理課長補佐

船戸 修

(兼)市営住宅係長事務取扱

(兼)消防防災係長事務取扱

(兼)企業支援係長事務取扱

(兼)くらし安全係長事務取扱
建設部建設課長補佐

まちづくり部まち整備課長補佐

(兼)土木係長事務取扱

(兼)土木係長事務取扱
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岡村 悟

新任

旧任

建設部建設課主幹

まちづくり部まち整備課主幹

(兼)土木係主査事務取扱

(兼)土木係主査事務取扱

氏名
春名 淳一

(兼)耕地治山係主査事務取扱
(昇)

建設部建設課主幹

まちづくり部まち整備課土木係主査

井上 哲夫

建設部水道課長補佐

まちづくり部上下水道課主幹

山本 敏博

(兼)水道業務係長事務取扱

(兼)業務係主査事務取扱

建設部水道課主幹

まちづくり部上下水道課水道工務係長

笠原 聖司

建設部下水道課長補佐

まちづくり部上下水道課主幹

野崎 信二

(兼)下水道工務係長事務取扱

(兼)下水道工務係長事務取扱

日生総合支所管理課長補佐

日生総合支所管理課長補佐

(兼)総務管理係主査事務取扱

(兼)総務管理係主査事務取扱

(兼)産業部農政水産課農政水産係主査事務取扱

(兼)まちづくり部里海・里山課農政係主査事務取扱

(兼)選挙管理委員会事務局日生分室主査

(兼)選挙管理委員会事務局日生分室主査

(兼)農業委員会事務局主査

(兼)農業委員会事務局主査

吉永総合支所管理課長補佐

教育委員会教育部生涯学習課吉永地域公民館主査

(兼)窓口サービス係主査事務取扱

(兼)吉永美術館主査

(兼)選挙管理委員会事務局吉永分室主査

(兼)図書館吉永分館主査

日生病院事務部事務次長

日生病院事務部庶務係長

小野田 一義

吉永病院事務部庶務係長

武元 真吾

教育委員会教育部教育振興課長補佐

教育委員会教育部教育総務課長補佐

杉山 麻里

(兼)総務計画係主査事務取扱

(兼)庶務係主査事務取扱

教育委員会教育部教育振興課主幹

教育委員会教育部幼児教育課長補佐

(兼)施設係長事務取扱

(兼)庶務係主査事務取扱

(兼)土木係主査事務取扱
(兼)耕地治山係主査事務取扱

(昇)

(兼)水道工務係長事務取扱

(昇)

(昇)

石野 隆彦

中原 静枝

(兼)庶務係長事務取扱
(昇)

吉永病院事務部事務次長
(兼)庶務係長事務取扱

川邊 靖徳

(兼)こども園建設推進係長事務取扱
教育委員会教育部幼児教育課長補佐

教育委員会教育部幼児教育課主幹

(兼)庶務係長事務取扱

(兼)庶務係長事務取扱

(兼)指導係主査事務取扱

(兼)指導係主査事務取扱

片岡 英史

(兼)こども園建設推進係主査事務取扱
教育委員会教育部幼児教育課主幹

教育委員会教育部幼児教育課主幹

(兼)指導係長事務取扱

(兼)指導係主査事務取扱

大橋 智子

(兼)こども園建設推進係主査事務取扱
教育委員会教育部幼児教育課主幹

日生保育園長

(兼)指導係主査事務取扱

9

頓宮 聖代

新任

(昇)

旧任

教育委員会教育部社会教育課中央公民館長

教育委員会教育部生涯学習課中央公民館長

(兼)視聴覚ライブラリー館長

(兼)視聴覚ライブラリー主査事務取扱

(兼)図書館主幹

(兼)図書館主査事務取扱

(兼)市民センター主査事務取扱

(兼)市民センター主査事務取扱

教育委員会教育部社会教育課中央公民館主幹

教育委員会教育部生涯学習課中央公民館主査

(兼)図書館主査事務取扱

(兼)図書館主査

(兼)視聴覚ライブラリー主査事務取扱

(兼)視聴覚ライブラリー主査

(兼)市民センター主査事務取扱

(兼)市民センター主査

教育委員会教育部社会教育課吉永地域公民館長補佐

まちづくり部上下水道課長補佐

(兼)図書館吉永分館主査事務取扱

(兼)業務係主査事務取扱

氏名
小橋 智裕

丹羽 弘子

山本 久美子

(兼)文化振興課吉永美術館主査事務取扱
(昇)

教育委員会教育部社会教育課図書館主幹

教育委員会教育部生涯学習課図書館主査

福本 浩子

市長公室秘書広報課広報・ＳＮＳ係主査

市長室秘書広報課広報・ＳＮＳ係主査

横山 修一

(兼)秘書係主査

(兼)秘書係主査

(兼)危機管理課消防防災係主査

(兼)危機管理課消防防災係主査

市長公室企画課企画係主査

総合政策部企画課企画戦略係主査

【 係長・主査級 】

川野 貴啓

(兼)地方創生推進課ふるさと創生係主査
市長公室企画課ふるさと寄附係主査

市民生活部税務課債権回収係主査

森谷 文彦

(兼)収納推進係主査
総務部総務課付主査

市民生活部公共交通課交通政策係長

川淵 裕之

まちづくり部上下水道課水道工務係主査

香々美 弘和

総務部総務課付主査

総合政策部総務課付主査

岡村 陽子

総務部総務課行政係主査

総合政策部総務課行政係主査

葉山 裕士

総務部総務課職員係主査

総合政策部総務課行政係主査

福壽 克典

(兼)行政係主査

(兼)職員係主査

岡山県（東京事務所）派遣
総務部総務課付主査
岡山県派遣

(兼)固定資産評価審査委員会事務局主査
総務部財政課財政係主査

総合政策部財政課財政係主査

太田 恭子

(兼)契約管財課契約監理係主査

(兼)契約管財課契約監理係主査

総務部財政課財政係主査

総合政策部財政課財政係主査

(兼)契約管財課契約監理係主査

(兼)契約管財課契約監理係主査

総務部財政課行革推進係主査

総合政策部財政課行革推進係主査

川﨑 誠

総務部財政課電算管理係主査

総合政策部企画課ICTまちづくり係主査

岩﨑 裕朗

(兼)市長公室危機管理課消防防災係主査

(兼)市長室危機管理課消防防災係主査

兼光 裕一

(兼)保健福祉部臨時給付金対策課主査
総務部税務課市民税係主査

市民生活部税務課市民税係主査

長井 晃彦

総務部税務課債権回収係主査

総合政策部財政課財政係主査

佐藤 公俊

(兼)収納推進係主査

(兼)契約管財課契約監理係主査
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新任

旧任

市民生活部市民課窓口係主査

市民生活部市民窓口課窓口サービス係主査

(兼)選挙管理委員会事務局主査

(兼)選挙管理委員会事務局主査

市民生活部市民課窓口係主査

市民生活部市民窓口課窓口サービス係主査

(兼)選挙管理委員会事務局主査

(兼)選挙管理委員会事務局主査

市民生活部市民協働課市民協働係長

市民生活部市民協働課市民協働係長

氏名
立花 直美

福壽 麻妃

國光 和美

(兼)地域おこし協力隊係長
保健福祉部保健課保険医療係主査

吉永総合支所管理課窓口サービス係長

森下 陽子

(兼)選挙管理委員会事務局吉永分室主査
保健福祉部介護福祉課介護保険係主査

まちづくり部まち営業課まち商工係主査

坂田 圭弘

(兼)おもてなし観光係主査
保健福祉部社会福祉課高齢者福祉係長

まちづくり部里海・里山課農政係主査

(兼)社会福祉係主査

(兼)農業委員会事務局主査

産業部農政水産課農政水産係主査

教育委員会教育部生涯学習課中央公民館主査

(兼)農業委員会事務局主査

(兼)視聴覚ライブラリー主査

松井 由美

槙野 康子

(兼)図書館主査
(兼)市民センター主査
産業部農政水産課農政水産係主査

まちづくり部里海・里山課農政係主査

藤田 楽

(兼)農業委員会事務局主査

(兼)農業委員会事務局主査

産業部農政水産課里海・里山係主査

まちづくり部里海・里山課里海・水産係主査

橋本 誠二

産業部産業観光課企業支援係主査

市民生活部税務課資産税係主査

家嶋 親志

産業部都市住宅課移住定住推進係主査

まちづくり部まち整備課空き家対策係主査

大西 基久

建設部建設課管理係主査

まちづくり部まち整備課管理係主査

柴部 実

建設部建設課管理係主査

まちづくり部まち整備課管理係主査

川口 進

建設部建設課土木係主査

まちづくり部上下水道課下水道工務係主査

西田 榮

まちづくり部まち整備課土木係主査

森野 浩一

建設部水道課水道業務係主査

（出向）監査委員事務局

尾﨑 由実

建設部水道課水道工務係主査

まちづくり部上下水道課水道工務係主査

鈴木 秀喜

(兼)水道施設係主査

(兼)水道施設係主査

建設部水道課水道工務係主査

まちづくり部まち整備課土木係主査

岩本 英幸

建設部水道課水道工務係主査

まちづくり部上下水道課水道工務係主査

石川 寛志

建設部水道課水道施設係主査

まちづくり部上下水道課水道施設係主査

研谷 展弘

建設部下水道課下水道業務係主査

まちづくり部上下水道課業務係主査

齊藤 貴雅

建設部下水道課下水道工務係主査

まちづくり部上下水道課下水道工務係主査

近藤 貴嗣

建設部下水道課下水道工務係主査

まちづくり部上下水道課水道工務係主査

同前 嘉浩

(兼)観光推進係主査

(兼)耕地治山係主査
建設部建設課土木係主査
(兼)耕地治山係主査

(兼)下水道工務係主査
建設部下水道課下水道施設係主査

まちづくり部上下水道課下水道施設係主査
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梶田 篤生

新任

旧任

吉永総合支所管理課総務管理係主査

吉永総合支所管理課総務管理係主査

(兼)市長公室危機管理課消防防災係主査

(兼)まちづくり部里海・里山課農政係主査

(兼)選挙管理委員会事務局吉永分室主査

(兼)市長室危機管理課消防防災係主査

氏名
石城戸 信也

(兼)選挙管理委員会事務局吉永分室主査
(兼)農業委員会事務局主査
吉永総合支所管理課総務管理係主査

まちづくり部上下水道課下水道施設係主査

清水 弘樹

吉永総合支所管理課窓口サービス係長

吉永総合支所管理課窓口サービス係主査

伊澤 倫子

(兼)選挙管理委員会事務局吉永分室主査

(兼)選挙管理委員会事務局吉永分室主査

教育委員会教育部教育振興課総務計画係主査

備前病院事務部庶務係主査

(兼)選挙管理委員会事務局吉永分室主査

隅谷 健司

(兼)医事係主査
(兼)介護老人保健施設備前さつき苑事務部庶務係主査
教育委員会教育部教育振興課施設係主査

教育委員会教育部教育総務課施設係主査

(兼)総務部施設建設・再編課施設建設・再編係主査

(兼)幼児教育課こども園建設推進係主査

甲矢 英向

(兼)総合政策部施設建設・再編課施設建設・再編係主査
教育委員会教育部文化振興課文化財係主査

教育委員会教育部生涯学習課文化財係主査

(兼)歴史民俗資料館主査

(兼)歴史民俗資料館主査

安本 恵美子

(兼)文化振興係主査
教育委員会教育部文化振興課文化振興係主査

市民生活部文化スポーツ課文化振興係主査

宮本 幸喜

(兼)スポーツ振興係主査
教育委員会教育部社会教育課中央公民館主査

教育委員会教育部生涯学習課日生地域公民館主査

(兼)視聴覚ライブラリー主査

(兼)加子浦歴史文化館主査

(兼)図書館主査

(兼)図書館日生分館主査

(兼)市民センター主査

(兼)日生市民会館主査

教育委員会教育部社会教育課スポーツ振興係主査

市民生活部文化スポーツ課文化振興係主査

藤本 佳子

高木 悦子

(兼)スポーツ振興係主査
選挙管理委員会事務局主査

市民生活部市民窓口課窓口サービス係主査

(兼)市民生活部市民課窓口係主査

(兼)選挙管理委員会事務局主査

仲間 裕記

【 主任級 】
市長公室企画課地方創生推進係主任

総合政策部地方創生推進課ふるさと創生係主任

三波 智史

(兼)企画課企画戦略係主任
(昇)

市長公室危機管理課消防防災係主任

市長室危機管理課消防防災係主事

田中 晃一朗

(兼)くらし安全係主事
(昇)

総務部総務課付主任

総合政策部総務課付主事

岡山県後期高齢者医療広域連合派遣

岡山県後期高齢者医療広域連合派遣

総務部税務課市民税係主任

市民生活部税務課市民税係主任

山口 貴哉

出井 真有美

(兼)保健福祉部臨時給付金対策課主任

(昇)

総務部税務課収納推進係主任

市民生活部税務課収納推進係主任

(兼)債権回収係主任

(兼)債権回収係主任

保健福祉部介護福祉課地域包括支援センター主任

保健福祉部介護福祉課地域包括支援センター主事
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河田 栄美

正木 絢子

新任

旧任

保健福祉部社会福祉課障がい者福祉係主任

保健福祉部社会福祉課障がい者福祉係主任

(兼)社会福祉係主任

(兼)臨時給付金対策課主任

氏名
山本 哲也

(兼)高齢者福祉係主任
(昇)

保健福祉部社会福祉課生活福祉係主任

保健福祉部社会福祉課生活福祉係主事

黒田 修弘

(兼)臨時給付金対策課主事
(昇)

産業部産業観光課企業支援係主任

まちづくり部まち営業課企業立地係主事

平川 大

(兼)おもてなし観光係主事
(兼)市長室シティセールス推進課備前焼振興係主事
教育委員会教育部小中一貫教育推進課小中一貫教育推進係主任 矢根 満喜子

産業部産業観光課観光推進係主任

(兼)幼児教育課庶務係主任
建設部水道課水道工務係主任

まちづくり部上下水道課水道工務係主任

西山 真史

建設部水道課水道工務係主任

まちづくり部上下水道課水道工務係主任

髙田 將司

建設部下水道課下水道業務係主任

まちづくり部上下水道課業務係主任

中村 仁彦

建設部下水道課下水道工務係主任

まちづくり部まち整備課土木係主任

尾本 竜一

(兼)市民生活部環境課保全係主任
(昇)

備前病院事務部庶務係主任

市民生活部税務課収納推進係主事

(兼)医事係主任

(兼)債権回収係主事

樋本 大輔

(兼)介護老人保健施設備前さつき苑事務部庶務係主任
(昇)

吉永病院事務部医事係相談員

吉永病院事務部医事係相談員

山田 秀明

教育委員会教育部社会教育課中央公民館主任

教育委員会教育部生涯学習課中央公民館主任

吉野 孝義

(兼)視聴覚ライブラリー主任

(兼)視聴覚ライブラリー主任

(兼)図書館主任

(兼)図書館主任

(兼)市民センター主任

(兼)市民センター主任

【 主事・技師級 】
市長公室秘書広報課秘書係主事

市長室秘書広報課秘書係主事

(兼)危機管理課消防防災係主事

(兼)危機管理課消防防災係主事

市長公室秘書広報課広報・ＳＮＳ係主事

市民生活部環境課衛生係主事

(兼)秘書係主事

(兼)保全係主事

時岡 遥

林 純也

(兼)危機管理課消防防災係主事
総務部総務課付主事

総合政策部総務課付主事

山本 誉貴

東備農業共済事務組合派遣

東備農業共済事務組合派遣

総務部総務課付主事

まちづくり部まち営業課おもてなし観光係主事

田口 洸也

総務部総務課付主事

総合政策部総務課付主事

出井 大起

岡山県派遣

岡山県派遣

総務部総務課付主事

教育委員会教育部幼児教育課庶務係主事

岡山県派遣

黒田 恵理

(兼)こども園建設推進係主事
総務部総務課行政係主事

保健福祉部介護福祉課介護保険係主事

(兼)職員係主事
(兼)固定資産評価審査委員会事務局主事
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頭巾 佳奈

新任

旧任

氏名

総務部総務課職員係主事

総合政策部総務課職員係主事

山中 基恵

総務部財政課財政係主事

市長室シティセールス推進課ふるさと寄附係主事

長沼 詳一郎

保健福祉部社会福祉課生活福祉係主事

坂口 葉子

(兼)契約管財課契約監理係主事
総務部税務課市民税係主事

(兼)臨時給付金対策課主事
総務部税務課市民税係主事

市民生活部税務課市民税係主事

田中 康平

総務部税務課市民税係主事

市民生活部税務課市民税係主事

神﨑 雄貴

総務部税務課市民税係主事

市民生活部税務課市民税係主事補

大倉 明生

総務部税務課資産税係主事

市民生活部税務課資産税係主事

三宅 有紗

総務部税務課資産税係主事

市民生活部税務課市民税係主事

平井 伶於

総務部税務課資産税係主事補

市民生活部税務課資産税係主事補

仁熊 一裕

総務部税務課収納推進係主事

市民生活部税務課税務総務係主事

後藤 健太郎

(兼)債権回収係主事

(兼)収納推進係主事

総務部税務課債権回収係主事

市民生活部税務課債権回収係主事補

(兼)収納推進係主事

(兼)収納推進係主事補

市民生活部市民課窓口係主事

総合政策部企画課ICTまちづくり係主事

(兼)選挙管理委員会事務局書記

(兼)市長室危機管理課消防防災係主事

市民生活部市民課窓口係主事

市民生活部市民窓口課窓口サービス係主事

(兼)選挙管理委員会事務局書記

(兼)選挙管理委員会事務局書記

市民生活部市民課窓口係主事

市民生活部市民窓口課窓口サービス係主事補

(兼)選挙管理委員会事務局書記

(兼)選挙管理委員会事務局書記補

市民生活部市民課窓口係主事補

市民生活部市民窓口課窓口サービス係主事補

(兼)選挙管理委員会事務局書記補

(兼)選挙管理委員会事務局書記補

市民生活部市民協働課市民協働係主事

市民生活部市民協働課市民協働係主事補

(兼)人権・男女共同参画係主事

(兼)地域おこし協力隊係主事補

土橋 一生

大賀 祐介

川﨑 加南子

大森 友貴

安宅 桃佳

榊原 絵美

(兼)人権・男女共同参画係主事補
市民生活部環境課衛生係主事

まちづくり部まち整備課管理係主事

難波 捷吾

市長室危機管理課消防防災係主事補

稲田 直之

(兼)保全係主事
保健福祉部介護福祉課地域包括支援センター主事

(兼)くらし安全係主事補
保健福祉部社会福祉課社会福祉係主事

保健福祉部社会福祉課社会福祉係主事補

(兼)障がい者福祉係主事

(兼)介護福祉課高齢者福祉係主事補

(兼)高齢者福祉係主事

(兼)臨時給付金対策課主事補

保健福祉部社会福祉課障がい者福祉係主事

保健福祉部社会福祉課障がい者福祉係主事

(兼)社会福祉係主事

(兼)臨時給付金対策課主事

近藤 裕美

鈴木 美紀

(兼)高齢者福祉係主事
保健福祉部社会福祉課生活福祉係主事

保健福祉部社会福祉課生活福祉係主事

赤木 伸輔

(兼)臨時給付金対策課主事
保健福祉部子育て支援課子育て支援係主事

日生病院事務部庶務係主事

青山 祐希

保健福祉部子育て支援課子育て支援係主事

保健福祉部子育て支援課子ども・子育て支援係主事

石岡 暢子

産業部産業観光課観光推進係主事

まちづくり部まち営業課おもてなし観光係主事補

瀧井 裕太
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新任

旧任

氏名

産業部都市住宅課都市計画係技師

まちづくり部まち整備課まち建築係技師

畑 陽介

(兼)総務部施設建設・再編課施設建設・再編係技師

(兼)総合政策部施設建設・再編課施設建設・再編係技師

産業部都市住宅課都市計画係技師

まちづくり部まち整備課まち建築係技師

田鶴原 直之

産業部都市住宅課市営住宅係主事

まちづくり部まち整備課管理係主事

北川 雄太

建設部水道課水道業務係主事

まちづくり部上下水道課業務係主事

渡邉 博史

建設部下水道課下水道施設係主事

市民生活部税務課資産税係主事

田淵 祥久

介護老人保健施設備前さつき苑事務部庶務係主事

保健福祉部介護福祉課高齢者福祉係主事

大谷 和真

(兼)備前病院事務部庶務係主事

(兼)社会福祉課社会福祉係主事

(兼)備前市訪問看護ステーション主事

(兼)臨時給付金対策課主事

日生病院事務部医事係主事

日生病院事務部医事係主事補

江平 彩香

教育委員会教育部教育振興課総務計画係主事補

教育委員会教育部教育総務課教育の未来創造係主事補

澁江 美穂

(兼)庶務係主事補
教育委員会教育部教育振興課施設係技師

教育委員会教育部教育総務課施設係技師

横山 哲也

(兼)幼児教育課こども園建設推進係技師
教育委員会教育部教育振興課施設係技師補

総合政策部総務課付技師補

山本 紘平

教育委員会教育部学校教育課指導係主事

保健福祉部保健課保険医療係主事

渡邊 実穂

教育委員会教育部文化振興課文化財係主事

教育委員会教育部生涯学習課文化財係主事

井上 靖子

(兼)埋蔵文化財管理センター主事

(兼)埋蔵文化財管理センター主事

(兼)歴史民俗資料館主事

(兼)歴史民俗資料館主事

教育委員会教育部文化振興課文化振興係主事

市長室シティセールス推進課備前焼振興係主事

(兼)幼児教育課庶務係主事

岡本 珠音

(兼)備前焼ミュージアム主事
教育委員会教育部社会教育課社会教育係主事

教育委員会教育部生涯学習課生涯学習係主事補

(兼)青少年育成センター主事

(兼)青少年育成センター主事補

(兼)幼児教育課庶務係主事

(兼)幼児教育課庶務係主事補

議会事務局議事係主事

総合政策部契約管財課財産管理係主事
(兼)契約監理係主事
(兼)施設建設・再編課施設建設・再編係主事
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岡野 麻衣

楠戸 祐介

新任

旧任

氏名

【 技能労務職員 】
市民生活部市民協働課公共交通係運行管理者

市民生活部公共交通課交通政策係運行管理者

千田 博人

市民生活部市民協働課公共交通係運行管理者

市民生活部公共交通課交通政策係運行管理者

中島 純江

市民生活部市民協働課公共交通係自動車運転員

市民生活部公共交通課交通政策係自動車運転員

川淵 忠敬

市民生活部市民協働課公共交通係自動車運転員

市民生活部公共交通課交通政策係自動車運転員

東平 義明

市民生活部市民協働課公共交通係自動車運転員

市民生活部公共交通課交通政策係自動車運転員

藤原 真

(昇)

介護老人保健施設備前さつき苑療養部介護員

介護老人保健施設備前さつき苑療養部介護員

寺本 志帆

(昇)

介護老人保健施設備前さつき苑療養部介護員

介護老人保健施設備前さつき苑療養部介護員

万代 多美子

教育振興課西鶴山共同調理場主任調理員

教育総務課西鶴山共同調理場主任調理員

松尾 佐和子

教育振興課伊里共同調理場主任調理員

学校教育課片上小学校主任調理員

片辺 貴子

教育振興課日生共同調理場主任調理員

教育総務課日生共同調理場主任調理員

柴原 緑

教育委員会教育部幼児教育課日生保育園調理員

教育委員会教育部幼児教育課西鶴山保育園調理員

草加 清志

教育委員会教育部幼児教育課香登認定こども園調理員

教育委員会教育部幼児教育課伊里認定こども園調理員

奥田 梢

(兼)香登保育園調理員
【 医療技術職員 】
(昇)

介護老人保健施設備前さつき苑診療部技師長

介護老人保健施設備前さつき苑診療部主任理学療法士

(兼)備前市訪問看護ステーション技師長

(兼)備前市訪問看護ステーション主任理学療法士

備前病院診療支援部理学療法士

備前病院診療支援部理学療法士

(兼)介護老人保健施設備前さつき苑診療部理学療法士

(兼)介護老人保健施設備前さつき苑診療部理学療法士

教育委員会教育部幼児教育課伊部保育園栄養士

保健福祉部介護福祉課地域包括支援センター栄養士

蒲原 あかり

保健福祉部保健課健康係主任保健師

保健福祉部介護福祉課地域包括支援センター主任保健師

杉本 留理子

保健福祉部介護福祉課医療福祉連携係主任保健師

保健福祉部介護福祉課介護保険係主任保健師

片山 晶子

保健福祉部介護福祉課医療福祉連携係主任保健師

保健福祉部医療福祉連携課主任保健師

高橋 多恵子

保健福祉部子育て支援課すこやか相談係保健師

保健福祉部保健課健康係保健師

藤本 良香

保健福祉部子育て支援課子育て支援係主任保健師

保健福祉部保健課健康係主任保健師

民 光代

(昇)

備前病院看護部看護師長

備前病院看護部主任看護師

松井 恵美

(昇)

備前病院看護部看護師

備前病院看護部看護師

稙田 美奈

(昇)

備前市訪問看護ステーション看護師

備前市訪問看護ステーション看護師

中川 啓恵

日生病院看護部長

日生病院看護部副看護部長

藤原 淳子

日生病院看護部看護師長

日生病院看護部主任看護師

山田 躍子

日生病院看護部主任看護師

日生病院看護部看護師

浜西 朋代

(昇)

日生病院看護部看護師

日生病院看護部看護師

山﨑 敬子

(昇)

日生病院看護部看護師

日生病院看護部看護師

山本 美和

(昇)

日生病院看護部看護師

日生病院看護部看護師

則枝 祐子

(昇)

眞壁 浩一

妹尾 裕之

(兼)調理員
【 保健・看護職員 】

(兼)介護保険係主任保健師

(昇)

16

新任

旧任

氏名

【 保育園保育士 】

(昇)

西鶴山保育園主任保育士

日生保育園主任保育士

小川 良洋

大内保育園主任保育士

西鶴山保育園主任保育士

則枝 久未子

伊部保育園主任保育士

伊里認定こども園主任保育教諭

藤浪 砂織

伊部保育園保育士

吉永認定こども園保育教諭

奥西 真奈美

殿土井保育園保育士

伊里認定こども園保育教諭

渡邉 倫紀

日生保育園長

香登保育園長

藤村 千穂

日生保育園主任保育士

伊部保育園主任保育士

延兼 智保

東鶴山保育園主任保育士

三石認定こども園主任保育教諭

窪田 育代

伊部幼稚園長

伊里認定こども園長

伊勢 能理子

伊部幼稚園教諭

日生幼稚園教諭

片山 典子

東鶴山幼稚園教諭

三石認定こども園保育教諭

橋本 やよい

日生幼稚園主任教諭

香登幼稚園主任教諭

芳田 静香

伊部幼稚園長

宗兼 美江

認定こども園総括主幹

教育委員会教育部幼児教育課長代理

桑原 洋子

(兼)保育園総括主幹

(兼)指導係長事務取扱

(兼)伊里認定こども園長事務取扱

(兼)こども園建設推進係主査事務取扱

片上認定こども園保育教諭

日生幼稚園教諭

木並 真由美

片上認定こども園保育教諭

伊部幼稚園教諭

山下 裕子

伊里認定こども園主任保育教諭

吉永認定こども園主任保育教諭

大林 弘枝

伊里認定こども園保育教諭

片上認定こども園保育教諭

貞本 和輝

三石認定こども園主任保育教諭

東鶴山幼稚園主任教諭

竹内 説子

三石認定こども園保育教諭

伊里認定こども園保育教諭

浅越 みつこ

吉永認定こども園長

吉永認定こども園副園長

原田 千暁

吉永認定こども園主任保育教諭

殿土井保育園主任保育士

徳弘 美香

吉永認定こども園保育教諭

三石認定こども園保育教諭

藤本 侑子

吉永認定こども園保育教諭

伊里認定こども園保育教諭

井上 晶稀

吉永認定こども園保育教諭

伊部保育園保育士

西川 真穂

香登認定こども園主任保育教諭

片上認定こども園主任保育教諭

三木 健郎

香登認定こども園保育教諭

香登保育園保育士

芳田 景子

香登認定こども園保育教諭

片上認定こども園保育教諭

津村 舞

香登認定こども園保育教諭

香登保育園保育士

渡邊 美有紀

香登認定こども園保育教諭

香登保育園保育士

飯塚 麻美

香登認定こども園保育教諭

香登幼稚園教諭

赤堀 由佳

【 幼稚園教諭 】

(昇)

【 認定こども園保育教諭 】
(昇)

認定こども園総括主幹
(兼)幼稚園総括主幹
(兼)香登認定こども園長事務取扱

(昇)

(昇)
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平成30年 4月 1日付人事異動（内示）
平成30年3月26日
新任

旧任

氏名

【 係長・主査級 】
産業部農政水産課農政水産係主査

新採用

後藤 光喜

新採用

平尾 和也

総務部税務課市民税係主事補

新採用

田淵 俊樹

総務部税務課収納推進係主事補

新採用

石田 かすみ

新採用

宗平 奈央

保健福祉部社会福祉課生活福祉係主事補

新採用

黒住 美里

建設部建設課土木係技師補

新採用

北川 智也

建設部下水道課下水道工務係技師補

新採用

渕崎 達也

新採用

髙嶋 志保

日生病院診療支援部臨床検査技師

新採用

平岡 知紗

吉永病院診療支援部薬剤師

新採用

青山 弘枝

保健福祉部介護福祉課地域包括支援センター保健師

新採用

義則 麻里

備前病院看護部看護師

新採用

有友 淳治

備前病院看護部看護師

新採用

勝田 久実

備前病院看護部看護師

新採用

横谷 敬子

吉永病院看護部看護師

新採用

國友 志保

新採用

末廣 紗織

三石認定こども園保育教諭

新採用

山西 彩夏

吉永認定こども園保育教諭

新採用

田中 菜々子

吉永認定こども園保育教諭

新採用

記本 実世子

(兼)農業委員会事務局主査
【 主事・技師級 】
総務部契約管財課財産管理係主事補
(兼)契約監理係主事補
(兼)施設建設・再編課施設建設・再編係主事補

(兼)債権回収係主事補
市民生活部市民課窓口係主事補
(兼)選挙管理委員会事務局書記補

【 医師 】
備前病院診療部医師
(兼)介護老人保健施設備前さつき苑診療部医師
【 医療技術職員 】

【 保健・看護職員 】

【 保育園保育士 】
西鶴山保育園保育士
【 認定こども園保育教諭 】
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平成30年 3月 31日付人事異動（内示）
平成30年3月26日
新任

旧任

氏名

退職

市長室長

大西 武志

退職

まちづくり部長

中島 和久

退職

病院総括事務長

植田 明彦

(兼)日生病院事務部事務長事務取扱
退職

市民生活部環境課衛生センター所長補佐

後藤 智秀

退職

日生総合支所管理課窓口サービス係主査

松本 千鶴子

(兼)選挙管理委員会事務局日生分室主査
退職

教育委員会教育部生涯学習課日生地域公民館主査

橋本 資之

(兼)加子浦歴史文化館主査
(兼)図書館日生分館主査
(兼)日生市民会館主査
退職

総合政策部総務課付主事

横山 真美

岡山県（東京事務所）派遣
退職

市民生活部税務課市民税係主事

横谷 由可

退職

保健福祉部子育て支援課子ども・子育て支援係主事

吉岡 郁美

退職

市民生活部環境課環境センター清掃員

松尾 義夫

退職

市民生活部公共交通課交通政策係自動車運転員

森本 廣昭

退職

吉永病院看護部看護助手

行本 不二子

退職

吉永共同調理場主任調理員

臼井 友子

退職

伊部保育園主任栄養士

山口 町子

(兼)調理員
退職

備前病院診療支援部臨床検査技師

竹内 良輔

退職

保健福祉部保健課健康係保健師

馬場 あゆみ

退職

日生病院看護部長

山﨑 忍

退職

日生病院看護部看護師長

寒竹 緑

退職

日生病院看護部看護師

角野 恵子

退職

吉永病院看護部主任看護師

丸尾 博之

(兼)診療支援部主任臨床工学技士
退職

吉永病院看護部看護師

河﨑 晴美

退職

幼稚園総括主幹

一井 峯子

(兼)認定こども園総括主幹
(兼)香登幼稚園長事務取扱
退職

認定こども園総括主幹

田中 里美

(兼)保育園総括主幹
(兼)吉永認定こども園長事務取扱
退職

香登保育園保育士

田淵 祥代

退職

大内保育園保育士

山尾 歌子

退職

伊部保育園保育士

岩﨑 由紀子

退職

伊部保育園保育士

熊代 由希
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新任

旧任

氏名

退職

吉永認定こども園保育教諭

石村 紗哉加

退職

吉永認定こども園保育教諭

須賀 千央

退職

吉永認定こども園保育教諭

武用 葉月

退職

環境課環境センター所長代理

森脇 博

退職

環境課衛生センター

出崎 章二

退職

吉永総合支所管理課三国出張所

川崎 輝孝

(兼)選挙管理委員会事務局吉永分室
退職

生涯学習課三石公民館

谷本 隆二

退職

日生保育園調理員

杉原 繁代

退職

伊里共同調理場調理員

山脇 ひとみ

退職

日生病院診療支援部

青井 里美

退職

吉永病院介護部

津村 婦美子

退職

伊部保育園長

杉本 節子
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新任

旧任

氏名

【 再任用 】
市長公室企画課（企画担当官）

再任用

大西 武志

市長公室危機管理課（危機管理担当官）

再任用

中島 和久

市民生活部市民課三石出張所

再任用

星尾 靖行

市民生活部市民協働課公共交通係

再任用

森本 廣昭

市民生活部環境課衛生センター

再任用

後藤 智秀

市民生活部環境課坑水処理場

再任用

松尾 義夫

日生総合支所管理課窓口サービス係

再任用

松本 千鶴子

再任用

植田 明彦

備前病院看護部

再任用

井上 弘美

日生病院看護部

再任用

角野 恵子

吉永病院看護部

再任用

行本 不二子

吉永病院看護部

再任用

河﨑 晴美

東鶴山保育園

再任用

田中 里美

教育委員会教育部社会教育課日生地域公民館

再任用

橋本 資之

(兼)選挙管理委員会事務局日生分室
吉永総合支所管理課三国出張所
(兼)教育委員会教育部社会教育課三国公民館
(兼)選挙管理委員会事務局吉永分室

(兼)図書館日生分館
(兼)文化振興課加子浦歴史文化館

21

