
平成２８年４月１日付

（３月２２日内示予定）

【 部長級 】

新 所 属 旧 所 属 氏 名

議会事務局長 保健環境部長兼芦辺支所長 土谷 勝

保健環境部長兼芦辺支所長 保健環境部環境衛生課長 髙下 正和

保健環境部理事
（地域医療担当）

総務部総務課付課長（長崎県病
院企業団壱岐病院派遣）

釆田 眞治

農林水産部長兼石田支所長 建設部建設課長 井戸川 由明

(4人)

【 課長級 】

新 所 属 旧 所 属 氏 名

総務部財政課長
総務部総務課課長補佐兼総務班
係長

中上 良二

企画振興部観光商工課長 企画振興部観光商工課課長補佐 塚本 和広

企画振興部地域振興推進課長 企画振興部観光商工課長 米村 和久

市民部税務課長
市民部税務課主幹（納税特別対
策担当）

松本 俊幸

保健環境部環境衛生課長 教育委員会社会教育課長 浦川 巧

保健環境部環境衛生課主幹兼廃
棄物対策班係長事務取扱

保健環境部環境衛生課主幹兼環
境衛生班係長事務取扱兼廃棄物
対策班係長事務取扱

大谷 俊也

農林水産部農林課長 企画振興部地域振興推進室長 松嶋 要次

農林水産部農林課主幹兼家畜診
療所次長

農林水産部農林課主幹（農地中
間管理機構担当）

横山 和彦

農林水産部水産課長 建設部上下水道課長 豊永 英明

建設部建設課長 農林水産部水産課長 永田 秀次郎

建設部上下水道課長
建設部上下水道課課長補佐兼水
道施設管理班係長

小西 弘幸

教育委員会教育総務課長 総務部財政課長 西原 辰也

教育委員会学校教育課長 長崎県教育委員会より転入 中上 一義

教育委員会社会教育課長 教育委員会教育総務課長 山川 芳徳

(14人)

【 課長補佐級 】

新 所 属 旧 所 属 氏 名

総務部総務課課長補佐兼総務班
係長

総務部総務課総務班係長 横山 将司

総務部総務課付課長補佐（長崎
県病院企業団壱岐病院派遣）

総務部総務課付係長（長崎県病
院企業団壱岐病院派遣）

小川 和伸

市民部地域生活ホーム管理人兼
総括責任者

教育委員会壱岐文化ホール事務
局課長補佐

川上 浩
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保健環境部健康保健課課長補佐
兼国保・介護・年金班係長

市民部地域生活ホーム管理人兼
総括責任者

中上 勉

保健環境部健康保健課課長補佐
兼保健増進班係長

保健環境部健康保健課保健増進
班係長

吉田 博之

農林水産部水産課課長補佐兼港
湾漁港班係長

建設部上下水道課課長補佐兼下
水道班係長

加勢田 一利

建設部上下水道課課長補佐兼下
水道班係長

建設部上下水道課下水道班係長 山内 龍蔵

郷ノ浦支所長補佐兼市民部市民
福祉課地域福祉班係長

芦辺支所長補佐 瀬口 卓也

芦辺支所長補佐 教育委員会教育総務課課長補佐 小川 俊則

(9人)

【 係長級 】

新 所 属 旧 所 属 氏 名

議会事務局書記（係長） 議会事務局書記 若宮 廣祐

総務部総務課総務班係長 総務部総務課 村田 孝文

総務部総務課総務班係長 総務部総務課 大島 利通

企画振興部政策企画課情報管理
班係長

企画振興部政策企画課企画班係
長

米倉 慶三

企画振興部政策企画課情報管理
班係長

企画振興部政策企画課企画班係
長

篠﨑 大

企画振興部観光商工課観光しま
づくり班係長

保健環境部健康保健課国保・介
護・年金班係長

横山 昇三

企画振興部観光商工課観光しま
づくり班係長

農林水産部農林課農村整備班係
長兼農林畜産班係長

岡部 一也

企画振興部観光商工課商工物産
班係長

企画振興部観光商工課商工物産
班係長兼地域振興推進室地域振
興推進班係長

篠崎 道裕

企画振興部観光商工課付係長
（壱岐市観光連盟派遣）

企画振興部観光商工課 齋藤 克重

企画振興部地域振興推進課地域
振興推進班係長

企画振興部地域振興推進室地域
振興推進班係長

出口 威智郎

企画振興部地域振興推進課地域
振興推進班係長

企画振興部地域振興推進室地域
振興推進班係長

坂口 裕二

企画振興部地域振興推進課地域
振興推進班係長

企画振興部観光商工課付係長
（壱岐市観光連盟派遣）兼地域
振興推進室地域振興推進班係長

篠原 一生

企画振興部地域振興推進課地域
振興推進班係長

企画振興部地域振興推進室地域
振興推進班係長兼観光商工課観
光しまづくり班係長

中野 士郎

市民部こども家庭課児童家庭班
係長兼幼保連携推進班係長

市民部こども家庭課幼保連携推
進班係長

篠崎 恵美

市民部勝本保育所主任保育士 市民部筒城保育所主任保育士 加勢田 成美

市民部八幡保育所主任保育士 市民部石田保育所主任保育士 川富 りつ子

市民部石田保育所主任保育士 市民部八幡保育所主任保育士 高田 里美

市民部筒城保育所主任保育士 市民部勝本保育所主任保育士 永元 静

市民部税務課市民税班係長 市民部税務課 尾川 辰也

市民部老人ホーム主任介護士 市民部老人ホーム介護士 牟田 永世子



市民部老人ホーム主任介護士 市民部老人ホーム介護士 長山 律子

市民部老人ホーム主任介護士 市民部老人ホーム介護士 富場 美津枝

市民部老人ホーム主任介護士 市民部老人ホーム介護士 米村 富美恵

市民部老人ホーム主任介護士 市民部老人ホーム介護士 下條 成代

市民部老人ホーム主任生活相談
員兼主任介護士

市民部老人ホーム生活相談員兼
介護士

中上 圭子

市民部老人ホーム主任介護士 市民部老人ホーム介護士 山内 郁江

市民部老人ホーム主任介護士 市民部老人ホーム介護士 二見 都世

保健環境部健康保健課国保・介
護・年金班係長

保健環境部健康保健課 中村 福美

保健環境部健康保健課国保・介
護・年金班係長

市民部こども家庭課児童家庭班
係長

松永 浩一

保健環境部環境衛生課環境衛生
班係長

保健環境部環境衛生課 松本 浩二

建設部上下水道課水道施設管理
班係長

建設部上下水道課 吉田 春樹

建設部上下水道課水道施設管理
班係長

建設部上下水道課 大久保 貴徳

建設部上下水道課下水道班係長
市民部市民福祉課地域福祉班係
長

松本 明久

建設部上下水道課下水道班係長
農林水産部水産課港湾漁港班係
長

吉田 慎一郎

勝本支所市民生活班係長 監査委員事務局書記（係長） 山口 智子

教育委員会壱岐文化ホール事務
局係長

建設部上下水道課水道施設管理
班係長

大久保 秀司

監査委員事務局書記（係長） 議会事務局書記（係長） 竹藤 美子

(37人)

【 係員 】

新 所 属 旧 所 属 氏 名

議会事務局書記 勝本支所 坂本 史子

総務部総務課 農林水産部農林課 植村 祐司

総務部総務課 企画振興部観光商工課 長富 理佐

総務部総務課
（フェリーみしま）

新規採用 竹下 鉄行

総務部総務課付（長崎県病院企
業団壱岐病院派遣）

教育委員会社会教育課 田中 昭次

総務部財政課 総務部総務課 白川 大地

企画振興部政策企画課 教育委員会社会教育課 野本 真紀子

企画振興部政策企画課 市民部税務課 松熊 康一郎

企画振興部政策企画課 総務部財政課 中村 勇貴

企画振興部観光商工課 総務部総務課 原田 陽一

企画振興部観光商工課 企画振興部政策企画課 柴山 琢磨

企画振興部観光商工課 市民部市民福祉課 浦上 愛ら

市民部市民福祉課 石田支所 横山 怜司

市民部市民福祉課 新規採用 山口 沙織



市民部こども家庭課 保健環境部健康保健課 百﨑 卓

市民部保護課 保健環境部環境衛生課 立場川 道代

市民部保護課 市民部税務課 栁原 隆次

市民部税務課 新規採用 豊永 恭平

市民部税務課 新規採用 内田 悠亮

農林水産部農林課 市民部保護課 吉田 正和

農林水産部農林課 会計課 斉藤 貴大

農林水産部農林課 新規採用 浦川 幸宏

建設部建設課付
（福島県楢葉町派遣）

建設部建設課 横山 和久

建設部上下水道課 市民部保護課 稲沢 央司

建設部上下水道課 新規採用 松山 克斗

芦辺支所 石田支所 立山 明子

石田支所 企画振興部政策企画課 市山 恵

石田支所 建設部上下水道課 長島 力大

会計課 市民部市民福祉課 田上 喜和美

教育委員会石田幼稚園教諭 教育委員会霞翠幼稚園教諭 岩永 直子

教育委員会学校教育課
（指導主事）

長崎県教育委員会より転入 大川 信也

教育委員会教育総務課 建設部上下水道課 松本 幸大

教育委員会社会教育課
総務部総務課付（長崎県病院企
業団壱岐病院派遣）

久原 一眞

教育委員会社会教育課 新規採用 石橋 真佑

(34人)

平成２８年３月３１日付退職及び転出予定者

氏 名

川原 裕喜

大久保 敏範

谷村 孝臣

小嶋 光博

山本 龍

久間 清保

土谷 耕一

内山 圭三
（長崎県教育委員会へ転出）

山内 英治
（長崎県教育委員会へ転出）

退職(7人)

転出(2人)

【人事異動内示及び人事異動発令に関する留意事項】

係員の人事異動内示及び人事異動発令については、課止めとする。

係員の係及び配置については、所属長による調整とする。

最 終 所 属

議会事務局長

農林水産部長兼石田支所長

農林水産部農林課長

市民部税務課長

郷ノ浦支所長補佐兼市民部市民福祉課地域福祉班係長

保健環境部健康保健課課長補佐兼国保・介護・年金班
係長

教育委員会学校教育課長

フェリーみしま船長

教育委員会学校教育課学校教育班係長
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