
平成30年度の新規採用職員です。よろしくお願いします（４月１日付・敬称略）。新規採用職員紹介
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安心して仕事を任せてもらえる人材
に一日でも早くなりたいです。

愛情溢れる先生を目指し、より良い
環境づくりを目指します。

何ごとも笑顔で前向きに取り組み、
子どもたちのために頑張ります。
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今まで育ててくれた町や住民の皆さ
んに恩返しをしていきたいです。

皆さんの心に寄り添い、迅速・丁寧・
正確な仕事をしていきたいです。

大津町で生まれ育ちました。これか
らは町のために働きたいです。
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生まれ育った町で早く仕事に慣れて
自分にできることをしていきます。

大津町の発展に貢献するためにも早
く仕事を覚えたいです。

いち早く仕事を覚えて住民の皆さん
の暮らしやすい町を築きたいです。

部　名 課　名 職　名 氏　名 前　職　・　備　考

住民福祉部

住民課

課長補佐兼住宅係長 西光　優人 総務部　総合政策課長補佐兼情報計画係長
住宅係 大塚　瑛良 新規採用
住民係参事 赤星　絵美 住民福祉部　住民課主査
住民係 後藤　楓雅 教育部　生涯学習課　公民館
住民係 松延　幸哉 新規採用

介護保険課

課長 菊池　英二 経済部　農政課長
地域包括支援係 椎葉ちはる 住民福祉部　健康保険課　健康推進係
介護保険係 原野　　純 総務部　税務課　固定資産税係
主幹兼介護予防係長 和田しおり 住民福祉部　健康保険課　健康推進係長

健康保険課

課長 保々　英樹 住民福祉部　健康保険課審議員兼国保・医療係長
主幹兼国保・医療係長 緒方　るみ 教育部　子育て支援課　子育て支援係長
国保・医療係 桐原　智之 経済部　商業観光課　商業観光係
国保・医療係 𠮷井　智美 新規採用
健康推進係長 上田　雅子 住民福祉部　介護保険課　地域包括支援係参事
母子保健係長 梅野　真美 住民福祉部　健康保険課　健康推進係参事
母子保健係 赤星　香織 住民福祉部　健康保険課　健康推進係
母子保健係 久保　良子 住民福祉部　介護保険課　地域包括支援係

経済部

農政課

課長 田上　克也 農業委員会事務局長
農政係参事 西井由美香 農林水産省経営局保険課
農政係 佐藤　佳子 議会事務局　書記
農政係 宇野　　真 土木部　建設課　管理係
主幹兼圃場整備係長 谷口　隆二 工業用水道課主幹兼工業用水道係長
圃場整備係 志賀　太樹 経済部　農政課　農林係
農林係 松本　悠平 新規採用

商業観光課
課長 藤永　広信 住民福祉部　介護保険課長
課長補佐兼商業観光係長 中井雄一郎 土木部　商業観光課主幹兼商業観光係長
商業観光係主査 樋口　謙吾 教育部　生涯学習課　生涯スポーツ係

企業誘致課 課長 梅田　博隆 経済部　商業観光課長

土木部

都市計画課
課長 村山　龍一 経済部　企業誘致課長
課長補佐兼都市計画係長 齊藤　孝浩 土木部　都市計画課主幹兼都市計画係長
都市計画係 積　　秀治 住民福祉部　住民課　住民係

建設課
審議員兼管理係長 村上　博文 土木部　建設課長補佐兼管理係長
管理係 府内　優也 経済部　農政課　農政係
建設係 河野　　航 新規採用

下水道課

課長 坂田　敬介 住民福祉部　健康保険課長
管理係長兼工業用水道課工業用水道係長 宮﨑　俊也 総務部　総務課　行政係長
建設係長 福岡　隆司 土木部　下水道課　建設係主査
建設係 荒巻　　慧 土木部　建設課　建設係
参事兼施設係長心得（再任用） 野田　　智 土木部　下水道課長

会計課
会計管理者兼会計課長 坂本　一正 総務部　人権推進課長
主幹兼会計係長 宮内　　徹 会計課会計係長

議会事務局
局長 矢野　好一 教育部　学校教育課長兼教育支援センター長
次長（課長補佐） 高橋　和秀 議会事務局　次長（主幹）
書記（参事） 大塚　知里 教育部　学校教育課　学務係主査

農業委員会 事務局長 荒牧　修二 教育部　学校教育課審議員兼学校給食センター所長

教育部 学校教育課
課長兼教育支援センター長 豊住　浩行 議会事務局長
学務係 坂本　郁子 総務部　税務課　住民税係
施設係長 古庄　大輔 菊池広域連合派遣（総務課参事）

（敬称略）

部　名 課　名 職　名 氏　名 前　職　・　備　考

教育部

参事兼教育推進係長心得（再任用） 中野　正継 会計管理者兼会計課長
主幹兼学校給食センター所長 坂本　経臣 住民福祉部　環境保全課　環境保全係長

子育て支援課

子育て支援係長 大塚　昌憲 総務部　総務課（係長）
大津保育園副園長 田川　順子 教育部　子育て支援課　大津保育園参事
大津保育園 府内　ルミ 総務部　総務課
大津保育園 宮本　崇大 教育部　子育て支援課　陣内幼稚園
大津保育園 益田　麻美 新規採用
大津保育園分園長 大田黒由美子 教育部　子育て支援課　大津保育園副園長
審議員兼大津幼稚園長 藤本　京子 教育部　子育て支援課　陣内幼稚園長
大津幼稚園副園長 坂本　ユミ 教育部　子育て支援課　大津幼稚園参事
大津幼稚園 奥山　洸平 教育部　子育て支援課　大津保育園
大津幼稚園 岡　志保 新規採用
陣内幼稚園長兼子育て支援課主幹心得 村上小百合 教育部　子育て支援課　大津保育園（分園）
陣内幼稚園副園長 西岡　絹代 総務部　人権推進課　人権啓発福祉センター参事
陣内幼稚園参事（再任用） 松岡　和代 教育部　子育て支援課　大津幼稚園長

生涯学習課

生涯学習係長兼歴史文化伝承館長 河津　恒平 総務部　税務課　管理係長
生涯スポーツ係 西岡宗一郎 経済部　農政課　農政係
学芸員（再任用） 飯冨　英博 教育部　生涯学習課　歴史文化伝承館長
公民館参事 埋田　康弘 経済部　農政課　圃場整備係主査
審議員兼図書館長 大隈寿美代 教育部　生涯学習課長補佐兼図書館長心得
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