
部　名 課　名 職　名 氏　名 前　職

総務部

部長 田中　令児 住民福祉部長
次長兼総合政策課長 徳永　　太 総務部　総務課長

総合政策課

審議員 緒方　雅一 熊本県　人事課
課長補佐兼企画政策係長 藤本　聖二 総務部　総合政策課主幹兼企画政策係長
企画政策係 井手尾健司 住民福祉部　住民課　住宅係
課長補佐兼地域づくり推進係長 坂本　光成 総務部　総務課主幹兼人事秘書係長
課長補佐兼財政係長兼行革推進係長 羽熊　幸治 総務部　総合政策課主幹兼財政係長
財政係 安武美穂子 経済部　商業観光課　商業観光係
情報計画係長 西光　優人 総務部　総合政策課地域づくり推進係長兼行革推進係長

総務課

課長 本郷　邦之 住民福祉部　環境保全課長
課長補佐兼管財係長 梅田　博隆 総務部　総務課主幹兼管財係長
管財係参事 山下　宏介 住民福祉部　住民課　住民係主査
主幹兼人事秘書係長 木村　欣也 総務部　税務課　管理係長
人事秘書係参事 下田　春美 総務部　総務課　人事秘書係主査
主幹兼行政係長 白石　浩範 総務部　総務課　行政係長
地域安全係長 緒方　大祐 住民福祉部　福祉課　介護保険係参事
菊池広域連合派遣 古庄　大輔 総務部　税務課　固定資産税係主査
熊本県企画振興部地域振興課派遣 辻口　浩二 住民福祉部　福祉課　福祉係主査
熊本県総務部市町村課派遣 高橋由紀美 住民福祉部　福祉課　介護保険係主査
参事 堀川　美紀 議会事務局書記（参事）
主事 大塚　知里 教育部　生涯学習課　公民館
主事 和久田磨里 会計課　会計係
教諭 小島真梨子 教育部　子育て支援課　大津幼稚園教諭

部　名 課　名 職　名 氏　名 前　職

総務部
税務課

住民税係参事 山田　和之 総務部　総務課　管財係主査
主幹兼固定資産税係長 保々　英樹 総務部　税務課　固定資産税係長
固定資産税係 原野　　純 新規採用
主幹兼管理係長 荒木　啓一 農業委員会事務局次長
管理係 荒木　美里 教育部　学校教育課　学務係

人権推進課 人権推進係長 村上　博文 菊池広域連合派遣
人権啓発福祉センター参事 村上小百合 教育部　子育て支援課　大津保育園参事

住民福祉部

部長 杉水　辰則 総務部　次長兼総合政策課長

環境保全課 課長 坂田　敬介 住民福祉部　住民課長
環境保全係参事 東　　洋文 総務部　人権推進課　人権推進係長

住民課

課長 上田ゆかり 会計管理者兼会計課長
主幹兼住宅係長 荒牧　修二 住民福祉部　住民課　住宅係長
住宅係 中村　祐規 新規採用
住民係主査 松本美由紀 総務部　税務課　住民税係主査
住民係 積　　秀治 新規採用
戸籍係長 和田　浩幸 住民福祉部　住民課　戸籍係参事
戸籍係 西原　桃香 新規採用

福祉課

課長補佐兼福祉係長 元田　正剛 住民福祉部　福祉課主幹兼福祉係長
福祉係 安武　祐成 経済部　農政課　農政係
福祉係 松本　伊織 新規採用
介護保険係主査 河津　恒平 経済部　商業観光課　商業観光係主査
介護保険係 上村友理恵 住民福祉部　住民課　住民係
主幹兼地域包括支援係長 鍋島　景子 住民福祉部　福祉課　地域包括支援係長

健康保険課
健康推進係参事 宮内　理恵 住民福祉部　健康保険課　健康推進係主査
国保・医療係 中村　春介 土木部　建設課　管理係
国保・医療係 永　　愛 新規採用

経済部

農政課

審議員兼農政係長 田上　克也 経済部　農政課長補佐兼農政係長
農政係主査 德留　久士 住民福祉部　環境保全課　環境保全係主査
圃場整備係長 松岡　　司 経済部　農政課　圃場整備係参事
圃場整備係 埋田　康弘 土木部　下水道課　管理係

商業観光課
課長補佐兼商業観光係長 村山　龍一 経済部　商業観光課主幹兼商業観光係長
商業観光係 桐原　智之 土木部　建設課　管理係
商業観光係 辻　　麻里 住民福祉部　健康保険課　国保・医療係

企業誘致課 課長 矢野　好一 総務部　総合政策課長補佐兼情報計画係長
課長補佐兼企業誘致係長 西岡多津朗 経済部　企業誘致課主幹兼企業誘致係長

土木部

都市計画課
審議員兼建築係長 芳﨑　優次 土木部　都市計画課長補佐兼建築係長
都市計画係長 新開　和則 土木部　都市計画課　都市計画係参事
都市計画係 蔵森　慎也 教育部　生涯学習課　生涯学習係

建設課

課長補佐兼建設係長 野田　静一 土木部　建設課主幹兼建設係長
建設係 宇野　   真 新規採用
主幹兼管理係長 藤原　司朗 土木部　建設課　管理係長
管理係 荒巻　　慧 新規採用

下水道課
審議員兼施設係長 野田　　智 土木部　下水道課長補佐兼施設係長
課長補佐兼建設係長 坂本　一正 土木部　下水道課主幹兼建設係長
管理係 林田　健佑 新規採用

会計課 会計管理者兼会計課長 中野　正継 教育部　子育て支援課長
会計係 石原　春香 総務部　総合政策課　企画政策係

議会事務局 局長 豊住　浩行 教育部　学校教育課審議員兼学校給食センター所長
選挙管理委員会 書記（参事） 宮﨑　俊也 選挙管理委員会書記（主査）

農業委員会 事務局次長 山部　美保 総務部　税務課　管理係参事

教育部

次長兼教育指導主事 山本　雄二 大津南小学校長

学校教育課

主幹兼施設係長 清水　和己 教育部　学校教育課施設係長
学務係 宇都宮研輔 住民福祉部　福祉課　福祉係
審議員兼学校給食センター所長 江原よね子 教育部　学校教育課長補佐兼学校給食センター副所長
学校給食センター副所長 本川　淳一 総務部　総務課　地域安全係長

子育て支援課

課長 藤永　広信 教育部　子育て支援課長補佐兼子育て支援係長
子育て支援係長 緒方　るみ 教育部　子育て支援課　大津保育園副園長
大津保育園副園長 矢野　文子 再任用
大津保育園主査 日吉　りか 教育部　子育て支援課　陣内幼稚園主査
大津保育園保育士 大村　彩乃 新規採用
大津保育園保育士 川野　由貴 新規採用
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町職員

部・課長級　（昇格のみ）

岩尾　昭德 （総務部長）

古澤　広義 （教育部次長兼教育指導主事）

藤本　文明 （経済部企業誘致課長）

阪梨　善行 （教育部生涯学習課長）

矢野　文子 （教育部生涯学習課審議員兼図書館長）

今村　美子 （教育部子育て支援課審議員兼大津幼稚園長）

府内　隆一 （議会事務局長）

小池美奈子 （住民福祉部住民課戸籍係長）

安永　真弓 （教育部子育て支援課大津保育園参事）

山崎　沙綾 （教育部子育て支援課大津幼稚園教諭）

職員の退職（３月31日付）　　今までありがとうございました
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