
平成29年度４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

総務部

中平　文男 信吉　真奈美

松本　忠史 竹﨑　智子

菊地　信果夫 永渕　智大

松岡　俊道 川﨑　良昭

成田　浩 神田　広貴

沢田　祐司 尾﨑　充彦

勝賀瀬　淳 近藤　雅宏

塩﨑　泰 松岡　俊道

徳広　信也 松木　貞男

松木　貞男 野々村　勇次

部局名 引継者 引受者

1
広報広聴課長 広報広聴課長

2
職員厚生課長 職員厚生課長

3
財政課長 財政課長

4
税務課長 税務課長

5
市町村振興課長 市町村振興課長

6
管財課長 管財課長

7
東京事務所長 東京事務所長

10
幡多県税事務所長 幡多県税事務所長

8
中央西県税事務所長 中央西県税事務所長

9
須崎県税事務所長 須崎県税事務所長



平成２９年度４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

危機管理部

渡辺　憲弘 田中　宏治

中岡　誠二 江渕　誠

土居　秀臣 夕部　茂

山中　寛 北添　和幸

部局名 引継者 引受者

1
危機管理部　副部長(総括） 危機管理部　副部長(総括）

4
消防学校長 消防学校長

2
危機管理・防災課長 危機管理・防災課長

3
消防政策長 消防政策長



平成29年度４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

健康政策部

中島　勝海 中嶋　真琴

西森　郷子 浅野　圭二

片岡　隆策 成田　浩

細木　邦郎 上岡　啓二

岡林　康夫 川崎　敏久

部局名 引継者 引受者

1
健康長寿政策課長 健康長寿政策課長

2
医事薬務課長 医事薬務課長

3
中央西福祉保健所長 中央西福祉保健所長

4
須崎福祉保健所長 須崎福祉保健所長

5
衛生研究所長 衛生研究所長



平成29年度　４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

地域福祉部

神田　広貴 山本 和弘

猪野　貴之 澤田　卓弥

矢野　利明 前田　俊一郎

部局名 引継者 引受者

1
地域福祉政策課長 地域福祉政策課長

2
少子対策課長 少子対策課長

3
福祉指導課長 福祉指導課長



平成29年度４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

文化生活スポーツ部

（業務の移管による） 門田　純一 門田　登志和

岡﨑　順子 門田　登志和

観光振興部長 

（業務の移管による） 伊藤　博明 門田　登志和

（業務の移管による） 田村　壮児 門田　登志和

中村　智砂 　 髙橋　慎一

地域福祉部副部長（総括）

（業務の移管による） 井上　達男 葛目　憲昭

観光振興部副部長

（業務の移管による） 吉村　大 葛目　憲昭

教育委員会　教育次長

（業務の移管による） 北村　強 葛目　憲昭

夕部　茂 山﨑　生

有澤　功 佐藤　まゆみ

山本　和弘 三觜　美香

尾﨑　充彦 井澤　三男

スポーツ健康教育課長 スポーツ課長

（業務の移管による） 葛目　憲昭 中島　勝海

障害保健福祉課長 スポーツ課長

（業務の移管による） 梅森　実 中島　勝海

観光政策課長 スポーツ課長

（業務の移管による） 三浦　謙一 中島　勝海

安岡　将博 安岡　千真夫

4
教育委員会　教育長 文化生活スポーツ部長

部局名 引継者 引受者

1
地域福祉部長 文化生活スポーツ部長

2
文化生活部長 文化生活スポーツ部長

3
文化生活スポーツ部長

10
まんが・コンテンツ課長 まんが王国土佐推進課長

5
文化生活部副部長（総括） 文化生活スポーツ部副部長

6
文化生活スポーツ部スポーツ振興監

7
文化生活スポーツ部スポーツ振興監

8
文化生活スポーツ部スポーツ振興監

9
国際交流課長 国際交流課長

11
県民生活・男女共同参画課長 県民生活・男女共同参画課長

12
私学・大学支援課長 私学・大学支援課長

消費生活センター所長

13

14

15

16
消費生活センター所長



平成29年度４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

産業振興推進部

杉本　明 橋口　欣二

門田　登志和 今西　正和

理事・大阪事務所長 理事・大阪事務所長

金谷　正文 濵渦　達也

亀井　秀彦 前田　和彦

行宗　昭一 森田　健嗣

前田　和彦 澤田　隆延

名古屋事務所長 名古屋事務所長

濵渦　達也 山﨑　稔

澤田　昌宏 山岡　希

部局名 引継者 引受者

1
理事・産学官民連携センター長 理事・産学官民連携センター長

2
理事(高知県地産外商公社) 理事(高知県地産外商公社)

3

4
地域産業振興監（物部川地域担当） 地域産業振興監（物部川地域担当）

7

8
計画推進課企画監（人口問題・総合戦略担当） 計画推進課企画監（人口問題・総合戦略担当）

5
地域産業振興監（高幡地域担当） 地域産業振興監（高幡地域担当）

6
地域産業振興監（幡多地域担当） 地域産業振興監（幡多地域担当）



平成29年度4月1日付人事異動に伴う引継書一覧表

中山間振興・

交通部 西岡　幸生 中村　剛

中村　剛 大﨑　和幸
2

産業振興推進部副部長（中山間対策担当）兼中山間地域対策課長 中山間地域対策課長

部局名 引継者 引受者

1
産業振興推進部副部長（交通運輸担当） 中山間振興・交通部副部長



平成２９年度４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

商工労働部

広田　豊一 松下　和清

（業務の移管による） 栗山　典久 有澤　功

（業務の移管による） 森　学 有澤　功

（業務の移管による） 森　学 栗山　典久

経営支援課長 経営支援課長

森田　健嗣 谷本　和広

企業立地課長 企業立地課長

松下　和清 土居　秀臣

（業務の移管による） 竹﨑　智子 鍵山　匡彦

竹﨑　智子 山本　洋人

山名　正純 山本　誠之

篠原　速都 森　学

関　正純 篠原　速都

加志崎　万蔵 細木　邦郎

村田　弘文 橋本　龍也

部局名 引継者 引受者

1
企業立地推進監 企業立地推進監

7
雇用労働政策課長 商工政策課長

2
工業振興課長 産業創造課長

3
新産業推進課長 産業創造課長

4
新産業推進課長 工業振興課長

5

6

8
雇用労働政策課長 雇用労働政策課長

9
計量検定所長 計量検定所長

10
工業技術センター所長 工業技術センター所長

11
紙産業技術センター所長 紙産業技術センター所長

12
高知高等技術学校長 高知高等技術学校長

13
中村高等技術学校長 中村高等技術学校長



平成29年度４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

観光振興部

（業務の移管による） 吉村　大 葛目　憲昭

（業務の移管による） 三浦　謙一 中島　勝海

小西　繁雄 澤田　昌宏

おもてなし課長

山﨑　生 小西　繁雄

おもてなし課長

山﨑　生 田村　敬子

4
国際観光課長

5
おもてなし課長

2
観光政策課長 文化生活スポーツ部スポーツ課長

3
地域観光課長 地域観光課長

部局名 引継者 引受者

1
観光振興部副部長（総括） 文化生活スポーツ部スポーツ振興監



平成２９年度４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

農業振興部

笹岡　貴文 高橋　隆

味元　毅 笹岡　貴文

農業振興部副部長（総括） 農業振興部副部長（総括）

今西　正和 西岡　幸生

農業政策課長 農業政策課長

杉村　充孝 池上　隆章

協同組合指導課長 協同組合指導課長

井澤　三男 藤田　靖

中央西農業振興センター所長 中央西農業振興センター所長

濱渦　光彦 　 玖波井　邦昭

農業技術センター技術次長・兼病害虫防除所長 農業技術センター技術次長・兼病害虫防除所長

山﨑　龍一 竹内　繁治

農業技術センター茶業試験場長 農業技術センター茶業試験場長

鈴木　芳孝 　 山﨑　龍一

農業大学校長 農業大学校長

松木　宣博 縄　砂恵子

農業担い手育成センター所長 農業担い手育成センター所長

玖波井　邦昭 鈴木　芳孝

畜産試験場長 畜産試験場長

吉田　均 山﨑　良洋

中央家畜保健衛生所長 中央家畜保健衛生所長

安藝　秀実 髙木　英彦

西部家畜保健衛生所長 西部家畜保健衛生所長

髙木　英彦 今村　幸弘

12

13

6

7

8

9

10

11

5

部局名 引継者 引受者

1
理事（競馬担当） 理事（競馬担当）

2
農業振興部長 農業振興部長

3

4



平成29年度　４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

林業振興・環境部

高橋 隆 森下 信夫

山根 則彦 川村 竜哉

上岡 啓二 坂本 寿一

内村 直也 三浦 裕司 

野地 清美 吉井 二郎

奥田 尚 内村 直也

竹内 ゆかり 西森 郷子

6
中央東林業事務所長 中央東林業事務所長

7
環境研究センター 所長 環境研究センター 所長

4
環境共生課長 環境共生課長

5
森林技術センター 所長 森林技術センター 所長

2
林業振興・環境部 副部長 林業振興・環境部 副部長

3
林業環境政策課長 林業環境政策課長

部局名 引継者 引受者

1
林業振興・環境部 副部長（総括） 林業振興・環境部 副部長（総括）



平成29年度４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

水産振興部

近藤　雅宏 竹内　真澄

竹内　真澄 宮本　猛

岩﨑　健吾 西山　勝

三觜　徹 岩﨑　健吾

水産試験場長 水産試験場長

鍋島　浩 三觜　徹

土佐清水漁業指導所長 土佐清水漁業指導所長

津野　健太朗 山本　順

宿毛漁業指導所長 宿毛漁業指導所長

浜渦　敬三 栁川　晋一
7

2
水産振興部副部長 水産振興部副部長

3
漁業管理課長 漁業管理課長

4
漁業振興課長 漁業振興課長

5

6

部局名 引継者 引受者

1
水産振興部副部長（総括） 水産振興部副部長（総括）



平成29年度　４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

土木部

川村　雅計 渡辺　憲弘

本田　賢児 森田　徹雄

野並　伸介 杉村　充孝

小松　正司 杉村　充孝

北　重紀 黒石　浩一

・兼土木部防災砂防課長 光永　健男 石尾　浩市

森田　徹雄 肥本　一郎

竹﨑　幸博 松尾　浩明

汲田　信幸 渡邉　隆也

森木　浩二 竹﨑　幸博

坂田　章 笹岡　吉市

永野　聖 武内　盛久

笹岡　吉市 佐藤　壯典

長野　哲司 野並　伸介

佐藤　壯典 山本　寿幸

浦田　敏郎 能津　恭介

武内　盛久 浦田　敏郎

肥本　一郎 大﨑　弘明

能津　恭介 小松　雄二

部局名 引継者 引受者

1
土木部副部長（総括） 土木部副部長（総括）

2
土木部副部長 土木部副部長

3
土木部土木企画課長 土木部参事兼土木部土木政策課長

4
土木部建設管理課長 土木部参事兼土木部土木政策課長

5
土木部用地対策課長 土木部用地対策課長

6
土木部参事（土砂災害対策担当） 土木部防災砂防課長

7
土木部道路課長 土木部道路課長

8
安芸土木事務所長 安芸土木事務所長

9
安芸土木事務所和食ダム建設事務所長 安芸土木事務所和食ダム建設事務所長

10
中央東土木事務所長 中央東土木事務所長

11
中央東土木事務所本山事務所長 中央東土木事務所本山事務所長

12
高知土木事務所長 高知土木事務所長

13
高知土木事務所鏡ダム管理事務所長 高知土木事務所鏡ダム管理事務所長

14
中央西土木事務所長 中央西土木事務所長

15
中央西土木事務所越知事務所長 中央西土木事務所越知事務所長

16
須崎土木事務所長 須崎土木事務所長

17
幡多土木事務所長 幡多土木事務所長

18
幡多土木事務所宿毛事務所長 幡多土木事務所宿毛事務所長

19
幡多土木事務所土佐清水事務所長 幡多土木事務所土佐清水事務所長



平成29年度４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

会計管理局

福田　道則 中村　智砂

　 藤田　美津子 岡﨑 康明 

河岡　卓 久保　誠

2
会計管理局次長 会計管理局次長

3
総務事務センター課長 総務事務センター課長

部局名 引継者 引受者

1
会計管理者兼会計管理局長 会計管理者兼会計管理局長



平成29年度４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

教育委員会事務局

三浦　裕司 中平　文男

葛目　憲昭 山本　儀浩

大西　雅人 西内　清

森　利美 小田　通

宮﨑　由紀子 徳弘　純一

4
中部教育事務所長 中部教育事務所長

5
西部教育事務所長 西部教育事務所長

2
スポーツ健康教育課長 保健体育課長

3
人権教育課長 人権教育課長

部局名 引継者 引受者

1
学校安全対策課長 学校安全対策課長



平成29年度４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

議会事務局

中島　喜久夫 弘田　均

弘田　均 西森　達也

西森　達也 織田　勝博

2
議会事務局次長 議会事務局次長

3
政策調査課長 政策調査課長

部局名 引継者 引受者

1
議会事務局長 議会事務局長



平成29年度４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

監査委員事務局

吉村　和久 川村　雅計

山中　之尚 菅谷　和弘
2

監査委員事務局監査監 監査委員事務局監査監

部局名 引継者 引受者

1
監査委員事務局長 監査委員事務局長



平成29年度４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

人事委員会

事務局 福島　寛隆　 金谷　正文

部局名 引継者 引受者

1
人事委員会事務局長 人事委員会事務局長



平成29年度４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

高知海区漁業

調整委員会 西山　勝 織田　純生

部局名 引継者 引受者

1
高知海区漁業調整委員会事務局長 高知海区漁業調整委員会事務局長



平成２９年度４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

収用委員会

土居　稔 小松　正司

部局名 引継者 引受者

1
収用委員会事務局長 収用委員会事務局長



平成29年度４月１日付人事異動に伴う引継書一覧表

公営企業局

森下　信夫 岩村　俊夫

畠中　伸也 森木　浩二

右城　純男 三本　和光

安岡　千真夫 猪野　貴之

原　敬 山本　宏

山本　宏 右城　純男
6

総合制御所長 総合制御所長

4
県立病院課長 県立病院課長

5
発電管理事務所長 発電管理事務所長

2
公営企業局次長 公営企業局次長

3
電気工水課長 電気工水課長

部局名 引継者 引受者

1
公営企業局次長（総括） 公営企業局次長（総括）


