
令和３年４月１日付 日向市職員配置換一覧表 令和３年３月２５日内示

階級 氏名
昇
任

新 旧

部長 田中　藤男 総合政策部長兼東郷総合支所長 総務部長

部長 日高　章司 総務部長 上下水道局長兼水道課長

部長 黒木　升男 市民環境部長 商工観光部長

部長 藤本　一三 ◎ 福祉部長
健康福祉部福祉課長兼福祉法人監査室長兼福祉型給
付事業対策室長

部長 福永　鉄治 ◎ 健康長寿部長 総務部総務課長

部長 長友　正博 ◎ 商工観光部長 総合政策部秘書広報課長

部長 松尾　昇一 ◎ 上下水道局長兼水道課長 建設部建設課長兼高速道対策室長

部長 柏田　武浩 議会事務局長 健康福祉部長

課長 堀田　浩一 総合政策部秘書広報課長 教育委員会学校教育課長

課長 野別　秀二 総務部総務課長
健康福祉部高齢者あんしん課長兼医療介護連携推進
室長

課長 黒木　悟 ◎ 総務部資産経営課長 健康福祉部福祉課付（日向市社会福祉協議会派遣）

課長 麻田　悦子 ◎ 総務部職員課長
総合政策部総合政策課長補佐兼政策推進係長兼地方
創生戦略室総括グループ長

課長 松永　琢己 市民環境部税務課長 農林水産部ブランド推進課長

課長 矢野　英生 福祉部福祉課長兼福祉法人監査室長 観光交流課長兼スポーツタウン推進室長

課長 藤田　和彦 健康長寿部高齢者あんしん課長 市民環境部税務課長

課長 若藤　公生 商工観光部観光交流課長兼スポーツタウン推進室長 農林水産部林業水産課長

課長 歌津　京子 ◎ 農林水産部ふるさと物産振興課長 上下水道局水道課長補佐兼管理係長

課長 佐藤　善彦 ◎ 農林水産部林業水産課長 総務部防災推進課長補佐兼防災推進係長

課長 大坪　真司 建設部建設課長兼高速道対策室長 上下水道局下水道課長

課長 中野　格 東郷総合支所東郷地域振興課長 総務部職員課長

課長 和田　康之 上下水道局下水道課長兼浄化センター場長 総務部資産経営課長

課長 佐々木　加代子 ◎ 会計課長（会計管理者） 会計課長補佐兼出納係長

課長 大平　昇 ◎ 教育委員会教育総務課長 教育委員会教育総務課長補佐兼施設係長

課長 若杉　健司 ◎ 教育委員会学校教育課長 教育委員会文化生涯学習課長補佐兼若山牧水係長

課長 黒木　真 教育委員会スポーツ・文化振興課長 教育委員会文化生涯学習課長

課長 児玉　秀雄 ◎
教育委員会生涯学習課長兼中央公民館長兼大王谷公
民館長兼日知屋公民館長兼東郷公民館長

教育委員会中央公民館長兼大王谷公民館長兼日知屋
公民館長兼東郷公民館長

課長 北住　英介 教育委員会学校給食センター長 教育委員会スポーツ振興課長

課長 星野　眞由美 ◎ 教育委員会図書館長
市民環境部国民健康保険課長補佐兼国民健康保険係
長

課長 柏田　須美 監査委員事務局長 教育委員会図書館長

課長 矢野　良 ◎ 消防署長 消防本部総務課長

主幹 黒木　紀代
総合政策部総合政策課男女共同参画推進室長兼総合
政策課長補佐兼女性活躍推進係長

総合政策部総合政策課新型コロナウイルス感染症緊
急経済対策支援室長

主幹 小池　二三勝 ◎ 商工観光部商工港湾課港湾対策監 商工観光部商工港湾課長補佐
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部長 田中　藤男 総合政策部長兼東郷総合支所長 総務部長

課長補佐 黒本　康敬
総合政策部総合政策課長補佐兼政策推進係長兼地方
創生戦略室総括グループ長

総合政策部秘書広報課長補佐兼広報広聴係長

課長補佐 寺尾　公孝 総合政策部秘書広報課長補佐兼広報広聴係長 総務部財政課長補佐兼財政係長兼行政経営係長

課長補佐 小坂　公人 総務部総務課長補佐兼契約監理係長 議会事務局長補佐兼議事係長

課長補佐 東田　誠 ◎ 総務部防災推進課長補佐兼地域防災係長 総務部防災推進課防災施設係長

課長補佐 押川　克久 ◎ 総務部財政課長補佐兼財政係長 総務部資産経営課公共施設マネジメント係長

課長補佐 赤木　満秀 ◎ 総務部職員課長補佐兼給与厚生係長 総務部職員課給与厚生係長

課長補佐 寺原　君保
市民環境部市民課細島支所長兼教育委員会生涯学習
課細島公民館長

健康福祉部福祉課長補佐兼福祉法人監査室長補佐兼
指導監査係長兼福祉型給付事業対策室長補佐

課長補佐 片江　豊春 ◎ 市民環境部環境政策課長補佐兼環境公害係長 市民環境部環境政策課環境公害係長

課長補佐 黒瀬　大海 ◎ 福祉部福祉課付（日向市社会福祉協議会へ出向） 市民環境部税務課市民税係長

課長補佐 渡部　憲二
福祉部福祉課長補佐兼福祉法人監査室長補佐兼指導
監査係長

市民環境部市民課細島支所長
兼教育委員会文化生涯学習課細島公民館長

課長補佐 伊達　忠亮 ◎ 福祉部こども課こども課長補佐兼子育て支援係長 健康福祉部福祉課保護第２係長

課長補佐 粟田　義隆 福祉部細島保育所長 健康福祉部こども課長補佐兼子育て支援係長

課長補佐 川村　初美 福祉部こども課寺迫幼稚園長 健康福祉部こども課細島保育所長

課長補佐 山内　徳靖 健康長寿部健康増進課長補佐兼地域医療推進係長
健康福祉部高齢者あんしん課長補佐兼医療介護連携
推進室長補佐兼地域医療推進係長

課長補佐 斧　由美
商工観光部商工港湾課長補佐兼中小企業振興係長兼
総合政策部総合政策課地方創生戦略室ひと・しごと
グループ長

農業委員会事務局長補佐兼農政係長

課長補佐 葉上　耕大朗
農林水産部ふるさと物産振興課長補佐兼物産振興係
長

商工観光部商工港湾課長補佐兼中小企業振興係長兼
雇用・物産振興係長兼総合政策部総合政策課地方創
生戦略室ひと・しごとグループ長

課長補佐 横山　弓恵 ◎ 建設部都市政策課長補佐兼都市総務係長 総務部総務課契約係長

課長補佐 児玉　誠一郎 ◎ 上下水道局水道課長補佐兼工務係長 上下水道局水道課工務係長

課長補佐 黒木　郁志 教育委員会教育総務課長補佐兼施設係長
教育委員会スポーツ振興課長補佐兼スポーツ施設係
長

課長補佐 寺田　菜穂子 教育委員会学校教育課長補佐 宮崎県教育委員会

課長補佐 黒木　徹郎 教育委員会学校教育課長補佐兼教育指導係長 教育委員会学校教育課長補佐

課長補佐 寺田　雅彦
教育委員会スポーツ・文化振興課長補佐兼スポーツ
振興係長

教育委員会スポーツ振興課長補佐兼スポーツ振興係
長

課長補佐 治田　健吾 教育委員会生涯学習課長補佐兼生涯学習係長 教育委員会文化生涯学習課長補佐兼生涯学習係長

課長補佐 野別　浩三 ◎ 農業委員会事務局長補佐兼農政係長兼農地係長 農業委員会事務局農地係長

係長 小野原　寛 総合政策部総合政策課ＩＣＴ推進係長 総合政策部総合政策課情報政策係長

係長 甲斐　克己 ◎ 総合政策部総合政策課情報管理係長 総合政策部総合政策課

係長 井戸　礼子
総合政策部総合政策課男女共同参画推進室男女共同
参画推進係長

総合政策部地域コミュニティ課男女共同参画推進係
長

係長 伊達　憲司 総合政策部地域コミュニティ課市民協働係長 健康福祉部こども課保育係長

係長 那須　めぐみ ◎ 総合政策部地域コミュニティ課市民活動支援係長 健康福祉部高齢者あんしん課

係長 海野　由紀
総合政策部地域コミュニティ課人権・同和行政推進
室人権・同和行政推進係長

健康福祉部高齢者あんしん課介護給付係長

係長 佐藤　秀明 総務部防災推進課防災管理係長 農林水産部林業水産課森林経営係長

係長 黒木　竜 ◎ 総務部財政課行政経営係長 上下水道局下水道課
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部長 田中　藤男 総合政策部長兼東郷総合支所長 総務部長

係長 黒木　一憲 総務部資産経営課庁舎管理係長 市民環境部環境政策課業務係長

係長 權堀　崇 ◎ 総務部資産経営課公共施設マネジメント係長 総務部資産経営課

係長 高橋　美紀子 市民環境部税務課資産税係長 建設部都市政策課都市総務係長

係長 三窪　千絵 ◎ 市民環境部税務課市民税係長 総務部総務課

係長 松下　恵子 市民環境部国民健康保険係長 市民環境部市民課国民年金係長

係長 田中　由加里 ◎ 市民環境部国民健康保険課保険税係長 市民環境部国民健康保険課

係長 黒木　由明 市民環境部市民課マイナンバーカード係長
総合政策部地域コミュニティ課人権・同和行政推進
係長

係長 治田　有希子 ◎ 市民環境部市民課国民年金係長 市民環境部市民課

係長 志田　進一 市民環境部環境政策課業務係長 上下水道局水道課浄水係長

係長 稲田　智代美 ◎ 福祉部福祉課保護第２係長 教育委員会学校教育課

係長 林田　小百合 福祉部こども課保育係長 市民環境部税務課資産税係長

係長 神田　晴美 ◎ 健康長寿部高齢者あんしん課介護給付係長 教育委員会学校教育課

係長 黒瀬　志穂 健康長寿部高齢者あんしん課介護認定係長
農林水産部ブランド推進課へべす・ブランド開発係
長

係長 三浦　浩司 農林水産部林業水産課森林経営係長 市民環境部国民健康保険課保険税係長

係長 甲斐　聡志郎 農林水産部林業水産課地籍調査係長 建設部建設課道路管理係長

係長 黒木　義人 ◎ 建設部建設課道路管理係長 上下水道局下水道課

係長 若松　陽子 ◎ 上下水道局水道課管理係長 総務部職員課

係長 小野　真 ◎ 上下水道局水道課浄水係長 市民環境部税務課

係長 直野　将司 ◎ 上下水道局下水道課浄化センター施設係長 建設部市街地整備課

係長 中原　友美 ◎ 会計課出納係長 健康福祉部高齢者あんしん課

係長 後藤　仁 ◎ 議会事務局議事係長 議会事務局

係長 太川　裕晴 教育委員会教育総務課文化財係長 教育委員会文化生涯学習課文化財・文化振興係長

係長 中田　宏
教育委員会スポーツ・文化振興課若山牧水・文化振
興係長

総合政策部地域コミュニティ課市民協働係長

係長 福良　由実子 教育委員会公民館係長 教育委員会学校給食センター管理係長

係長 児玉　美幸 教育委員会学校給食センター管理係長 日向東臼杵広域連合総務係長

係長 川﨑　知美 ◎ 日向東臼杵広域連合総務係長 日向東臼杵広域連合

一般職 留野　杏理 総合政策部総合政策課 （新規採用職員）

一般職 山之上　翔悟 総合政策部秘書広報課 総務部職員課付（国土交通省派遣）

一般職 池田　礼子 総務部総務課 市民環境部税務課

一般職 林田　紘典 総務部防災推進課 市民環境部税務課

一般職 須賀　香菜美 総務部防災推進課 健康福祉部いきいき健康課

一般職 日高　将太 総務部財政課 総合政策部秘書広報課
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部長 田中　藤男 総合政策部長兼東郷総合支所長 総務部長

一般職 竹之下　朋典 総務部資産経営課 総務部財政課

一般職 寺田　淳一 総務部資産経営課 建設部建築住宅課

一般職 大成　貴子 総務部職員課 教育委員会文化生涯学習課

一般職 奥野　貴之 総務部職員課 健康福祉部福祉課

一般職 河野　寿元 市民環境部税務課 健康福祉部福祉課

一般職 黒木　一義 市民環境部税務課 議会事務局

一般職 小針　匡貴 市民環境部税務課 商工観光部商工港湾課

一般職 那須　真宙 市民環境部税務課 （新規採用職員）

一般職 坂本　真奈美 市民環境部国民健康保険課 市民環境部市民課細島支所

一般職 堀田　渚 市民環境部国民健康保険課 市民環境部市民課

一般職 山下　大貴 市民環境部国民健康保険課 （新規採用職員）

一般職 中村　円香 市民環境部国民健康保険課 （新規採用職員）

一般職 谷山　直史
市民環境部国民健康保険課付（宮崎県後期高齢者医
療広域連合へ派遣）

健康福祉部福祉課

一般職 佐藤　佳恵 市民環境部市民課 市民環境部国民健康保険課

一般職 大平　愛美 市民環境部市民課岩脇支所 健康福祉部福祉課

一般職 田中　真由美 市民環境部市民課美々津支所 会計課

一般職 黒木　盛人 市民環境部環境政策課 日向東臼杵広域連合

一般職 山城　嘉久 市民環境部環境政策課 教育委員会大王谷小学校

一般職 川畑　剛 市民環境部環境政策課 総務部防災推進課

一般職 吉田　晃太朗 市民環境部環境政策課 市民環境部税務課

一般職 児玉　みらい 市民環境部環境政策課 市民環境部国民健康保険課

一般職 井之上　剛士 福祉部福祉課 健康福祉部東郷病院

一般職 毛利　文彦 福祉部福祉課 商工観光部観光交流課付（日向市観光協会派遣）

一般職 竹内　遼 福祉部福祉課 市民環境部税務課

一般職 山本　雄介 福祉部福祉課 （新規採用職員）

一般職 川村　拓人 福祉部福祉課 （新規採用職員）

一般職 黒木　真実 福祉部こども課 健康福祉部東郷病院

一般職 甲斐　杏奈 福祉部こども課 （新規採用職員）

一般職 小村　みなみ 福祉部こども課 （新規採用職員）

一般職 黒木　千賀子 福祉部こども課上町保育所 健康福祉部こども課細島保育所

一般職 岸本　紘弥 福祉部こども課上町保育所 健康福祉部こども課寺迫幼稚園
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令和３年４月１日付 日向市職員配置換一覧表 令和３年３月２５日内示

部長 田中　藤男 総合政策部長兼東郷総合支所長 総務部長

一般職 金村　麻紀 福祉部こども課上町保育所 （新規採用職員）

一般職 横田　由美 福祉部こども課細島保育所 健康福祉部こども課上町保育所

一般職 濱　千秋 福祉部こども課細島保育所 （新規採用職員）

一般職 黒木　隆紀 健康長寿部高齢者あんしん課 健康福祉部東郷病院

一般職 三原　真琴 健康長寿部高齢者あんしん課 健康福祉部東郷病院

一般職 佐藤　恵理 健康長寿部高齢者あんしん課 （新規採用職員）

一般職 岩城　明日香 健康長寿部高齢者あんしん課 （新規採用職員）

一般職 図師　貴大 健康長寿部健康増進課 健康福祉部東郷病院

一般職 上杉　公子 健康長寿部健康増進課 健康福祉部高齢者あんしん課

一般職 尾﨑　俊太郎 健康長寿部健康増進課 （新規採用職員）

一般職 畑中　聖 商工観光部商工港湾課 総務部職員課

一般職 加藤　雅俊 商工観光部商工港湾課 商工観光部商工港湾課付（宮崎県派遣）

一般職 樫村　将貴 商工観光部商工港湾課付（宮崎県へ派遣） 市民環境部環境政策課

一般職 黒木　慎介 商工観光部観光交流課 商工観光部商工港湾課

一般職 黒木　尚子 農林水産部農業畜産課 建設部都市政策課

一般職 黒木　宏太郎 農林水産部農業畜産課 商工観光部観光交流課

一般職 関本　千春 農林水産部農業畜産課 総合政策部地域コミュニティ課

一般職 河野　加奈 農林水産部農業畜産課 （新規採用職員）

一般職 黒木　明文 農林水産部林業水産課 建設部建設課

一般職 黒木　隆生 農林水産部林業水産課 総務部防災推進課

一般職 田尻　陽一 建設部都市政策課 建設部都市政策課付（宮崎県派遣）

一般職 河野　翔平 建設部都市政策課 （宮崎県派遣）

一般職 甲斐　教貢 建設部都市政策課付（宮崎県へ派遣） 建設部市街地整備課

一般職 藤田　俊彦 建設部建設課 教育委員会教育総務課大王谷中学校

一般職 米良　成功 建設部建設課 （新規採用職員）

一般職 奈須　耀平 建設部建設課 （新規採用職員）

一般職 黒田　雅喜 建設部建築住宅課 （新規採用職員）

一般職 治田　知宏 建設部建築住宅課 （新規採用職員）

一般職 後藤　将悟 建設部建築住宅課 （新規採用職員）

一般職 酒井　康徳 建設部市街地整備課 上下水道局下水道課

一般職 大保　剛 建設部市街地整備課 建設部建設課

一般職 甲斐　瑞基 建設部市街地整備課 農林水産部農業畜産課
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令和３年４月１日付 日向市職員配置換一覧表 令和３年３月２５日内示

部長 田中　藤男 総合政策部長兼東郷総合支所長 総務部長

一般職 赤井　聡一郎 東郷総合支所東郷地域振興課 総務部職員課付

一般職 髙森　洋 上下水道局水道課 東郷総合支所東郷地域振興課

一般職 徳永　直 上下水道局水道課 （新規採用職員）

一般職 川島　克之 上下水道局下水道課 上下水道局水道課

一般職 福田　彬彦 上下水道局下水道課 総務部資産経営課

一般職 畠山　純平 上下水道局下水道課 （新規採用職員）

一般職 黒木　綾子 会計課
市民環境部市民課美々津支所兼教育委員会文化生涯
学習課美々津公民館

一般職 松崎　礼 議会事務局
市民環境部市民課岩脇支所兼教育委員会文化生涯学
習課南日向公民館

一般職 川野　弘樹 議会事務局 農林水産部農業畜産課

一般職 日吉　美佐 教育委員会教育総務課 教育委員会文化生涯学習課

一般職 水野　安紘 教育委員会教育総務課 教育委員会文化生涯学習課

一般職 桑原　千恵美 教育委員会日知屋小学校 教育委員会財光寺中学校

一般職 山口　晋一 教育委員会大王谷小学校 市民環境部環境政策課

一般職 山本　勝憲 教育委員会美々津中学校 教育委員会日知屋小学校

一般職 黒木　宏光 教育委員会日向中学校 上下水道局水道課

一般職 和田　光平 教育委員会財光寺中学校 建設部建設課

一般職 坂本　富穂 教育委員会大王谷中学校 建設部市街地整備課

一般職 小野　将道 教育委員会学校教育課 宮崎県教育委員会

一般職 橋口　友紀 教育委員会学校教育課 農林水産部農業畜産課

一般職 富山　雄介 教育委員会学校教育課 （新規採用職員）

一般職 菊池　淳平 教育委員会スポーツ・文化振興課 教育委員会スポーツ振興課

一般職 呼子　和友 教育委員会スポーツ・文化振興課 （新規採用職員）

一般職 黒木　孝亮 教育委員会生涯学習課 教育委員会文化生涯学習課

一般職 川畑　宗太 教育委員会生涯学習課 （新規採用職員）

一般職 井本　彩 農業委員会事務局 農林水産部農業畜産課

一般職 長曽我部　真悟 消防本部総務課付 （新規採用職員）

一般職 荒武　航生 消防本部総務課付 （新規採用職員）

一般職 緒方　宙明 消防本部総務課付 （新規採用職員）

一般職 内倉　海駆斗 消防本部総務課付 （新規採用職員）

一般職 松浦　佑哉 消防本部総務課付 （新規採用職員）

一般職 日高　昭洋 日向東臼杵広域連合 農林水産部林業水産課

一般職 阿部　正美 日向東臼杵広域連合 健康福祉部こども課
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令和３年４月１日付 日向市職員配置換一覧表 令和３年３月２５日内示

部長 田中　藤男 総合政策部長兼東郷総合支所長 総務部長

一般職 大島　涼平 日向東臼杵広域連合 市民環境部環境政策課
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