
  号 　  　     外
令和２年３月25日

　各　所　属　長　様

人事課長　　和　　田　　典　　子　　　　

人事異動等について（通知）

再任用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和 2年 4月 1日
新 氏    名 現

【課長級】─────────────────────────────────────────────────────────────────
農林水産部農林水産管理監 高　橋　尚　裕
【係長級】─────────────────────────────────────────────────────────────────
建築指導課建築担当調整官 野　村　和　宏
【一般職員】────────────────────────────────────────────────────────────────
広聴広報課再任用主査 榮  枝　義  博 　　　
資産税課再任用主査 上  村　雅  親　　　　　　　　　　　
人権同和・男女共同参画課一宮市民会館再任用館長 秋　元　守　雄　　　　　　　　　　　　　　
中央窓口センター春野窓口センター再任用主査 髙　橋　誠　仁　　　　　　　　　　　　　　　
保険医療課再任用主査 田　中　　  守 　　　　　　　　　　　　　　　　　
障がい福祉課再任用主査（養護員） 嶋　　　奈津代　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高齢者支援課再任用主査 高　橋　由　香　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中野保育園再任用主査 藤　澤　君　江　　　　　　　　　　　　　　　　　　
環境業務課再任用主査技能員（自動車運転手） 武　市　栄　二　　　　　　　　　　　　　　　　　　
清掃工場再任用技査 西　　　秀　夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　
建築指導課再任用主査 氏　原　一　行　　　　　　　　　　　　　　　　　　
道路管理課再任用技査 向　井　　  清 　　　　　　　　　　　　　　　　

再任用（更新）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和 2年 4月 1日
新 氏    名 現

【課長級】─────────────────────────────────────────────────────────────────
総務部法務管理監 髙　瀬　允　仁
総務部契約管理監 黒　田　直　稔
【課長補佐級】───────────────────────────────────────────────────────────────
都市計画課都市計画専門官 森　本　文　崇 総務部新庁舎建設事務所長
【係長級】─────────────────────────────────────────────────────────────────
広聴広報課広聴広報担当調整官 西　本　真　美
広聴広報課広聴広報担当調整官 中　屋　雅　克
人権同和・男女共同参画課潮江市民会館長 浅　野　敏　彦
福祉管理課福祉管理担当調整官 大　西　猛　博 福祉管理課救護施設担当調整官
保育幼稚園課保育幼稚園担当調整官 山　下　由　美
環境保全課環境保全担当調整官 山　本　昭　男
東部環境センター最終処分場担当調整官 竹　本　寛　幸
技術監理課技術監理担当調整官 小　﨑　則　和
技術監理課技術監理担当調整官 芝　藤　貴　彦
市街地整備課建築補償担当調整官 川　村　通　俊
建築指導課建築指導担当調整官 三　谷　博　文
みどり課アニマルランドアニマルランド担当調整官 渡　部　　  孝
河川水路課河川水路担当調整官 藤　岡　光　博
【一般職員】────────────────────────────────────────────────────────────────
総務課再任用主査技能員（汽かん士） 伊　藤　文　章
管財課再任用主査 三　谷　健　二
人権同和・男女共同参画課小高坂市民会館再任用主査 野　田　　  進
人権同和・男女共同参画課朝倉総合市民会館再任用主査 山　地　　  淳
人権同和・男女共同参画課春野弘岡中市民会館再任用主査 德　弘　孝　史
中央窓口センター塚ノ原窓口センター再任用主査 金　岡　昭　良
斎場再任用技査 柿　内　節　雄
斎場再任用主査技能員（作業員） 豊　永　和　弘
介護保険課再任用主査労務員（養護員） 嶋　本　完　子
保険医療課再任用主査 西　岡　佐智子
地域保健課再任用技査 鶴　濵　祥　子
母子保健課再任用技査 島　内　君　江
保育幼稚園課春野弘岡中保育園再任用主査 中　山　佐智子
保育幼稚園課河ノ瀬保育園再任用主査労務員（養護員） 松　山　　  恵
子ども家庭支援センター再任用主査 西　山　加代子
環境政策課再任用主査 山　崎　克　司 環境政策課再任用主査

（兼）清掃工場
環境保全課再任用主査 今　井　忠　義
廃棄物対策課再任用主査 島　井　　  充
環境業務課再任用主査技能員（自動車運転手） 濵　田　延　弘
環境業務課再任用主査技能員（自動車運転手） 清　藤　隆　志
環境業務課再任用主査労務員（清掃員） 岡　村　昭　雄
清掃工場再任用技査 井　上　達　雄
清掃工場再任用技査 林　　  盛　雄
清掃工場再任用技査 竹　内　浩　一
清掃工場再任用技査 長　瀧　敬　一
清掃工場再任用主査技能員（機械操作員） 大　原　信　明
清掃工場再任用主査技能員（機械操作員） 西　村　信　之
東部環境センター再任用主査技能員（自動車運転手） 本　多　　  孝
鏡地域振興課再任用技査 廣　瀬　孝　志
（兼）中央窓口センター鏡窓口センター　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鏡地域振興課再任用主査 武　市　知　之
（兼）中央窓口センター鏡窓口センター　
耕地課再任用技査 笹　岡　耕　二
市場課再任用技査 森　田　教　弘
技術監理課再任用技査 前　田　光　誠
市街地整備課再任用主査 永　森　鮮太郎
市街地整備課再任用主査 吉　松　伸二郎
みどり課再任用技査 濱　田　俊　明
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再任用（更新）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和 2年 4月 1日
新 氏    名 現

道路管理課再任用技査 谷　本　博　光
道路管理課再任用技査 濱　田　泰　広
道路整備課再任用技査 川　﨑　　  兆
（兼）耕地課　
（兼）道路管理課
（兼）河川水路課
道路整備課再任用技査 髙　田　知　伯
（兼）耕地課　
（兼）道路管理課
（兼）河川水路課
道路整備課再任用技査 弘　田　雄　作
道路整備課再任用技査 松　﨑　慶　一
（兼）耕地課　
（兼）道路管理課
（兼）河川水路課

再任用（任期満了）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和 2年 3月31日
新 氏    名 現

【課長級】─────────────────────────────────────────────────────────────────
門　田　良　章 商工観光部産業団地整備管理監
有　澤　和　彦 農林水産部農林水産管理監
本　山　幸　一 都市建設部技術管理監

【課長補佐級】───────────────────────────────────────────────────────────────
町　田　尚　敬 健康福祉総務課医事専門官（高知県・高知市病院企業団派遣）

【係長級】─────────────────────────────────────────────────────────────────
和　田　　　浩 指導監査課指導監査担当調整官
橋　詰　昌　子 保育幼稚園課保育幼稚園担当調整官

【一般職員】────────────────────────────────────────────────────────────────
松　岡　直　紀 広聴広報課再任用主査
松　本　良　一 中央窓口センター再任用主査
丸　岡　裕美子 中央窓口センター瀬戸窓口センター再任用主査
松久保　令　子 福祉管理課再任用主査
北　岡　敦　子 保育幼稚園課朝倉保育園再任用主査
濱　田　穂　澄　　保育幼稚園課春野中央保育園再任用主査労務員（養護員）
浅　野　昭　博　　環境業務課再任用主査労務員（清掃員）
北　川　義　之 清掃工場再任用主査技能員（機械操作員）
北　岡　卓　夫 建築指導課再任用技査
味　元　健　清 建築指導課再任用技査
山　本　登代重 道路管理課再任用技査

採用 　　　　　　　　 令和 2年 4月 1日
新 氏    名 現

【係長級】─────────────────────────────────────────────────────────────────
人権同和・男女共同参画課朝倉市民会館長 森　本　稔　彰 　　　　　　
人権同和・男女共同参画課海老川市民会館長 髙　橋　憲　公
人権同和・男女共同参画課小石木市民会館長 近　澤　弘　明
人権同和・男女共同参画課西山市民会館長 川　﨑　　　誠
人権同和・男女共同参画課介良市民会館長 松　村　守　明
人権同和・男女共同参画課松田市民会館長 野　田　正　彦
人権同和・男女共同参画課春野秋山市民会館長 笠　原　隆　彦
【一般職員】────────────────────────────────────────────────────────────────
人権同和・男女共同参画課任期付主事 傍　士　美穂子
中央窓口センター任期付主事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　濱　﨑　朱　美
障がい福祉課任期付主事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岸　本　結　香　　　　　　　　　　　　　　　
福祉管理課任期付主事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹　島　早　希　　　　　　　　　　　　　　　　　
産業団地整備課任期付主任 門　田　良　章 　　　　　　

退職　　　 　　　　　　　　 令和 2年 3月10日
新 氏    名 現

【一般職員】　　──────────────────────────────────────────────────────────────

市　川　脩　平　　介護保険課任期付主事

退職　　　 　　　　　　　　 令和 2年 3月31日
新 氏    名 現

【一般職員】　　──────────────────────────────────────────────────────────────
溝　渕　　　剛　　総務課任期付主事
大　野　麻衣子　　保険医療課任期付主事
高　瀬　　　翔　　農林水産課任期付主事
近　藤　朝　昭　　公共建築課任期付技査

再任用（更新）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 令和 2年 4月 1日
新 氏    名 現

【係長級】─────────────────────────────────────────────────────────────────
庶務課議会庶務担当調整官　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松　下　智　子　　　　　　　　

高知市議会
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再任用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和2年 4月 1日
新 氏    名 現

【課長級】─────────────────────────────────────────────────────────────────
上下水道局技術管理監 林　　　日出夫
（兼）検査技監
【一般職員】────────────────────────────────────────────────────────────────
お客さまサービス課再任用技査 山　脇　　　猛
管路管理課再任用技査 濱　田　一　成

再任用（更新）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和2年 4月 1日
新 氏    名 現

【課長補佐級】───────────────────────────────────────────────────────────────
総務課建築専門官 小　松　尚　人 上下水道局建築専門官
総務課技術専門官 前　田　交　二 上下水道局技術専門官
【係長級】─────────────────────────────────────────────────────────────────
総務課検査担当調整官 中　田　進　水 上下水道局検査担当調整官
下水道施設管理課下水道施設管理担当調整官 鎌　倉　生　記
【一般職員】────────────────────────────────────────────────────────────────
お客さまサービス課再任用技査 池　上　高　広
管路管理課再任用主査　 吉　良　　　稔
管路管理課再任用技査 野　﨑　幹　生

再任用（任期満了）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和2年 3月 31日
新 氏    名 現

【一般職員】────────────────────────────────────────────────────────────────
　 山　下　　　学 お客さまサービス課再任用技査

山　崎　高　秀 お客さまサービス課再任用技査

再任用 令和 2年 4月 1日
新 氏    名 現

【課長補佐級】────────────────────────────────────────────────────────────────
南消防署消防専門官（任消防司令） 福　川　丈　士
【一般職員】─────────────────────────────────────────────────────────────────
救急課再任用主査（任消防士長） 田　所　大　三
救急課再任用主査（任消防士長） 濱　﨑　　　章

再任用（更新） 令和 2年 4月 1日
新 氏    名 現

【課長級】──────────────────────────────────────────────────────────────────
消防局消防管理監 髙　井　祐　介
【課長補佐級】──────────────────────────────────────────────────────────────────
北消防署消防専門官 八百川　寿　水
【係長級】──────────────────────────────────────────────────────────────────
予防課予防調整官 川　澤　一　喜
【一般職員】─────────────────────────────────────────────────────────────────
総務課再任用主査 藤　野　徹　雄
救急課再任用主査 近　澤　詠　明
予防課再任用主査 別　役　　　裕
予防課再任用主査 梅　谷　和　弘

再任用（任期満了） 令和2年 3月 31日
新 氏    名 現

【係長級】──────────────────────────────────────────────────────────────────
山　下　雅　生 救急課救急調整官

【一般職員】─────────────────────────────────────────────────────────────────
福　山　　　篤 救急課再任用主査
岡　﨑　義　久 東消防署再任用主査
関　　　憲　之 南消防署再任用主査

再任用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和 2年 4月 1日
新 氏    名 現

【一般職員】────────────────────────────────────────────────────────────────
生涯学習課再任用主査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乾　　　須　美
旭東小学校再任用主査労務員（学校給食調理員）　　　　　　　　　　松　本　佐　代
昭和小学校再任用主査労務員（学校用務員）　　　　　　　　　　　　山　﨑　　　浩
一宮東小学校再任用主査労務員（学校給食調理員）　　　　　　　　　有　澤　美　鈴
三里中学校再任用主査労務員（学校用務員）　　　　　　　　　　　　西　本　義　文

再任用（更新）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和 2年 4月 1日
新 氏    名 現

【係長級】─────────────────────────────────────────────────────────────────
民権・文化財課学芸企画担当調整官 氏　原　和　彦
（併）総務課市史編さん担当調整官
【一般職員】────────────────────────────────────────────────────────────────
教育環境支援課再任用主査技能員（自動車運転手） 藤　原　　　守
教育環境支援課再任用主査技能員（自動車運転手） 平　村　瑞　幸
生涯学習課再任用主査 藤　井　智　弘
はりまや橋小学校再任用主査労務員（学校用務員） 三　浦　隆　一
旭小学校再任用主査労務員（学校給食調理員）　　　　　　　　　　　竹　内　真　理
潮江小学校再任用主査労務員(学校給食調理員) 村　田　惠　子
横浜小学校再任用主査労務員(学校用務員) 吉　永　一　秀
横浜小学校再任用主査労務員（学校給食調理員）　　　　　　　　　　山　﨑　美津子
三里小学校再任用主査労務員(学校給食調理員) 佐　野　純　子
一ツ橋小学校再任用主査労務員(学校用務員) 西　川　庄　一
十津小学校再任用主査労務員(学校給食調理員) 野々下　智　子
介良潮見台小学校再任用主査労務員(学校給食調理員) 谷　村　美　香
春野東小学校再任用主査労務員（学校用務員） 森　田　孝　彦
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再任用（任期満了） 令和 2年 4月 1日
新 氏    名 現

【一般職員】────────────────────────────────────────────────────────────────
森　田　公　一 城東中学校再任用主査労務員（学校用務員）

高知商業高校・再任用（更新） 令和 2年 4月 1日
新 氏    名 現

【課長級】─────────────────────────────────────────────────────────────────
高知商業高等学校長 岡　﨑　伸　二
【一般職員】────────────────────────────────────────────────────────────────
高知商業高等学校教諭 武　内　純　一
高知商業高等学校教諭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤　原　貞　男

採用（事務職員） 令和 2年 4月 1日
新 氏    名 現

【一般職員】────────────────────────────────────────────────────────────────
教育政策課任期付主事 山　本　風　太

高知市教育委員会
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