
《昇　任》 ４月１日付

氏    名

【課長級】

企画課 課長 池山　大司 企画課 参事

税務課 課長 二宮　寿博 税務課 参事

住民課 課長 永見　明 住民課 課長補佐

福祉介護課 課長 進野　美穂子 健康対策課 課長補佐

観光課 課長 徳永　貴 観光課 課長補佐

水道課 課長 竹村　秀明 水道課 課長補佐

地籍調査課 課長 野間　光 総務課 課長補佐

会計課 課長 門脇　恵美子 住民課 課長補佐

大山きゃらぼく保育園 園長 出雲　ひろみ 大山きゃらぼく保育園 副園長

【課長補佐級】

総務課 課長補佐兼広報室長 加藤　由里 観光課 主幹

企画課 課長補佐 林原　壮太 企画課 主幹

税務課 課長補佐 山根　恵美 福祉介護課 主幹

健康対策課 課長補佐 尾崎　路子 福祉介護課 主幹

農林水産課 課長補佐 野口　博史 農林水産課 主幹

観光課 課長補佐 天島　かおり 税務課 主幹

大山きゃらぼく保育園 副園長 山根　加奈子 中山みどりの森保育園 主幹保育士

【主幹級】

税務課 主幹 野川　剛司 総務課 主任

地籍調査課 主幹 中田　千安妃 地籍調査課 主任

大山きゃらぼく保育園 主幹保育士 山本　奈美 大山きゃらぼく保育園 主任保育士

【主任級】

総務課 主任 金田　大輝 総務課 主事

建設課 主任 勝部　友康 建設課 主事

こども課 主任保健師 山本　健悟 健康対策課 保健師

中山みどりの森保育園 主任保育士 青木　愛実 中山みどりの森保育園 保育士

税務課 主任 米山　康平 税務課 主事

福祉介護課 主任 永見　俊也 福祉介護課 主事

建設課 主任技師 湊谷　頼人 建設課 技師

大山きゃらぼく保育園 主任保育士 岩田　梓 大山きゃらぼく保育園 保育士

庄内保育所 主任保育士 宮本　はるか 庄内保育所 保育士

大山きゃらぼく保育園 主任保育士 徃西　ひかる 大山きゃらぼく保育園 保育士
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発令事項 異動前



《異　動》

氏    名

【課長級】

総務課 課長 山岡　浩義 住民課 課長

健康対策課 課長 末次　四郎 農林水産課 課長

農林水産課 副町長兼課長事務取扱 小谷　章 副町長

農林水産課 参事事務取扱 井上　龍 企画課 課長

農業委員会事務局 局長 大黒　辰信 観光課 課長

【課長補佐級】

企画課 課長補佐兼営業企画室長 源光　靖 総務課 課長補佐

税務課 課長補佐兼滞納対策室長 角田　雅人 社会教育課　文化財室　 室長

住民課 課長補佐 中嶋　豊 名和学校給食センター 所長

健康対策課 課長補佐 諸遊　剛史 企画課 課長補佐

観光課 課長補佐兼文化財室長 桑本　英治 農林水産課 課長補佐

水道課 課長補佐 金川　徹 税務課 課長補佐

【主幹級】

総務課 主幹 山﨑　栄一 企画課 主幹

総務課 主幹 永見　佑子 税務課 主幹

総務課 主幹 瀬野尾純子 農林水産課 主幹

総務課 主幹 金田　啓介 企画課 主幹

財務課 主幹 片山　賢二 水道課 主幹

企画課 主幹 金田　弘美 健康対策課 主幹

企画課 主幹 中田　浩司 財務課 主幹

税務課 主幹 松井　明宏 農業委員会事務局 主幹

住民課 主幹 大黒　留美 福祉介護課 主幹

住民課 主幹 池本　菜穂子 総務課 主幹

福祉介護課 主幹管理栄養士 松原　祥恵 健康対策課 主幹管理栄養士

健康対策課 主幹 中井　晶義 企画課 主幹

農林水産課 主幹 提嶋　聡子 住民課 主幹

観光課 主幹 山口　剛 社会教育課　文化財室　 主幹

観光課 主幹 権田　直樹 社会教育課　生涯学習室　 主幹

観光課 主幹 橋井　貢司 地籍調査課 主幹

水道課 主幹 角田　真紀 幼児・学校教育課　幼児教育室 主幹

水道課 主幹 遠藤　博和 住民課 主幹

地籍調査課 主幹 木町　由佳理 建設課　総合窓口室 主幹

幼児・学校教育課 主幹 野口　里美 社会教育課　文化財室　 主幹

名和学校給食センター 主幹 大塚　健一 幼児・学校教育課　学校教育室 主幹

中山みどりの森保育園 主幹保育士 伊藤　愛 大山保育所 主幹保育士

大山保育所 主幹保育士 舩木　智子 大山きゃらぼく保育園 主幹保育士

発令事項 異動前



【主任級】

総務課 主任 上田　健司 税務課　滞納対策室 主任

企画課 主任 小原　亜美 税務課 主任

観光課 主任 松田　剛 社会教育課　文化財室　 主任

幼児・学校教育課 主任 當別當　隆寛 水道課 主任

幼児・学校教育課 主任 後藤　央 福祉介護課 主任

大山きゃらぼく保育園 主任保育士 竹口　友紀子 中山みどりの森保育園 主任保育士

【主事級】

福祉介護課 主事 朝妻　美佳 住民課 主事

観光課 主事 若山　俊介 社会教育課　文化財室　 主事

《鳥取県から帰任》

氏    名

総務課 課長補佐 源光　靖

総務課 主任 野川　剛司 鳥取県西部県税事務所

《伯耆町から派遣》

氏    名

福祉介護課 主任 　大前　　周 伯耆町から

《新規採用》

氏　　　　名

大山診療所 所長兼健康対策課地域医療官 朴　大昊 （ぱく　てほ）

総務課 主事 細谷　菜美子

企画課 主事 金田　廉

住民課 主事 原田　康徳

福祉介護課 主事 中島　佑輔

健康対策課 保健師 金田　結花

名和さくらの丘保育園 保育士 吉廣　千尋

名和さくらの丘保育園 保育士 森田　美咲

大山きゃらぼく保育園 保育士 吉野　真理子

大山保育所 保育士 勝部　佳菜

氏　　　　名

総務課 防災監 　齊藤　孝志

発令事項

鳥取県西部総合事務所
地域振興局西部観光商工課大山振興室

発令事項 異動前

発令事項

《新規採用（非常勤特別職）》

発令事項 異動前



《退　職》 3月31日付

氏　　　　名 所　　　　属 職　　　名

野坂　友晴 総務課 課長

鳥取県へ帰任 遠藤　忠敏　 税務課 課長

松田　博明 福祉介護課 課長

後藤　英紀 健康対策課 課長

野口　尚登 水道課 課長

白石　貴和 地籍調査課 課長

岡田　栄 会計課 課長

長谷岡　真由美 大山きゃらぼく保育園 園長

山本　美由紀 地籍調査課 主幹

井上　隆志 幼児・学校教育課　学校教育室　 主幹


