医師 才津旭弘︵熊本赤十字病院︶
主査 佐藤誓康︵﹁蘇陽﹂健康福祉課︶
︻生涯学習課︼
主事 髙橋卓真︵総務課︶

主事 穴見康弘︵研修︶
臨床検査技師 春髙紳祐︵ 新規採用︶
︻清和総合支所︼

参事 田上博之︵新規再任用︶

看護師 北野千晴︵新規採用︶
総務住民課

看護師 吉良奈津実︵新規採用︶
看護師 一万田勝弥︵新規採用︶

︵総務課総務係長︶
主査 梅田隆利︵﹁蘇陽﹂産業振興課︶
支所長兼課長 増田公憲
︵
﹁清和﹂建設水道課︶

看護師 坂本恵美︵新規採用︶
准看護師 矢野峰子︵ 新規再任用︶
主査 荒木陽一︵建設課︶
課長兼健康福祉係長 吉良二郎

健康福祉課

主幹 北 貴友︵農林振興課︶

主査 赤星 稔︵﹁清和﹂総務住民課︶
︵﹁蘇陽﹂健康福祉課長兼健康福祉係長︶

︻農林振興課︼

主事 中川久恵︵健康福祉課︶
保健師 山下美香︵健康福祉課︶

︵
﹁清和﹂産業振興課産業振興係長︶

課長 高橋季良

建設水道課

主事 田嶋俊介︵山の都創造課︶
︻農業委員会︼
主幹 八本幸史郎︵総務課︶
︻山の都創造課︼
︻蘇陽総合支所︼

主事 吉本公栄︵農業委員会︶

主事 山本 保︵税務住民課︶
総務住民課

主幹 本田恵子︵健康福祉課︶

主査 飯星俊文︵農林振興課︶
主事 中川 仁︵新規採用︶

主事 田中健介︵企画政策課︶

︵﹁清和﹂健康福祉課長兼健康福祉係長︶

課長兼健康福祉係長 東政博

健康福祉課

主事 本田裕一︵建設課︶

主幹 平岡哲也︵健康福祉課︶

橋本由紀夫︵ 企画政策課情報係長︶

総務企画係長兼税務住民係長

主事 古閑裕樹︵地籍調査課︶

︵健康福祉課︶

高齢者支援係長 渡邉美恵子

︵地籍調査課地籍調査係長︶

課長補佐 玉目秀二

︻健康福祉課︼

主事 中村幸弘︵生涯学習課︶

︵熊本県廃棄物対策課︶

主査 上村康憲

経理係長 森 利江︵ 議会事務局︶

︻環境水道課︼

主事 藤山真悟︵﹁蘇陽﹂総務住民課︶

課税係長 飯星和浩

山都町職員人事異動
４月１日付職員人事異動
︵ ︶ 内 は 前 職︑
﹁清和﹂は清和総
合 支 所︑
﹁ 蘇 陽 ﹂ は 蘇 陽 総 合 支 所︑
異動があった職員を掲載しました︒

︻議会 事 務 局 ︼
主査 渡橋佐織︵学校教育課︶
︻総務課︼
総務係長 工藤博人︵企画政策課︶
審議員 村山貴史︵熊本県警察︶
主査 小﨑康護︵﹁蘇陽﹂総務住民課︶
主査 村上 寛︵税務住民課︶
参事 甲斐重昭︵新規再任用︶
︻企画政策課︼
情報係長 片倉城司
︵健康福祉課高齢者支援係長︶
主事 髙木智子︵山の都創造課︶
主査 木野貴之︵総務課︶

︻建設課︼

主査 山下公司︵農林振興課︶
主事 溝部未頼︵新規採用︶
剛︵﹁清和﹂建設水道課︶

主事 椎木拓弥︵学校教育課︶

︻学校教育課︼
主幹 岡崎地真︵会計課︶

第 回関東山都会総会の
開催について

主査 浜田美由紀︵健康福祉課︶

︵上益城広域連合事務局長︶

課長兼会計管理者 山中正二

︻会計課︼

主事 泉

︻そよう病院︼

参事 藤本憲司︵新規再任用︶

︻隣保館︼

保健師 森田菜美︵新規採用︶

保健師 渡邊智仁︵新規採用︶

保健師 松本文子︵﹁清和﹂健康福祉課︶

︻地籍調査課︼
地籍調査係長 佐藤洋一
︵税務住民課課税係長︶
主査 田中克幸︵環境水道課︶
主事 井上良太︵健康福祉課︶
︻税務住民課︼
医師 下村茉希︵上天草総合病院︶

坂本 恵美
一万田勝弥
北野 千晴
吉良奈津実
春髙 紳祐
（そよう病院看護師） （そよう病院看護師） （そよう病院看護師） （そよう病院看護師） （そよう病院臨床検査技師）

課長 甲斐良士︵総務課審議員︶

︻浜町第二保育園︼
保育士 橋本智亘︵ 馬見原保育園︶
︻馬見原保育園︼

30

保育士 佐藤 優︵ 浜町第二保育園︶

30

保育士 西田遥香︵新規採用︶
︻二瀬本保育園︼
保育士 飯星流樹︵新規採用︶
︻派遣研修︼
上益城広域連合
主事 藤岡弘樹︵農林振興課︶
熊本中央一般廃棄物処理施設整備促進協議会

主査 田上雅恵︵ 環境水道課︶
熊本県地域振興課
主事 渡邊秀文︵生涯学習課︶

お世話になりました
︻退職︼ 平成 年３月 日付け
佐藤珠一︵﹁清和﹂支所長兼総務住民課長︶
石原博文︵環境水道課経理係長︶
工藤和子︵﹁蘇陽﹂総務住民課総務企画
係長兼税務住民係長︶

古閑義規︵そよう病院医師︶
佐藤 啓︵そよう病院医師派遣終了︶
興梠美鈴︵そよう病院看護師︶
渡邉富子︵そよう病院准看護師︶
面髙有里︵そよう病院主査︶

10

来 る５ 月 日︵ 土 曜 日 ︶︑ 山 都 町 出 身 で
関東地方にお住まいの方々で組織されてお
ります﹁関東山都会﹂の第 回総会が開催
されます︒総会終了後は参加された皆さん
で懇親会も予定され︑なつかしいふるさと
山都町を思いながら︑楽しいひと時を過ご
すことが出来ます︒
関東地方にお住まいの山都町出身のご家
族︑ご親戚︑ご友人等がいらっしゃいまし
たら︑お声掛けいただきますようお願いし
ます︒初めての方も大歓迎です！
日時 平成 年５月 日︵土曜日︶
午後５時から７時
︵受付４時 分から︶
場所 第一ホテル東京・
第一ホテルアネックス３階宴会場
〒１０５ ８６２１
東京都港区新橋１ ２ ６
電話０３ ３５９６ ７７２７
担当 風間
会費 ７︐０００円︵年会費２︐０００円
懇親会費５︐０００円︶
配偶者及び家族５︐０００円
申込先及びお問い合わせ先
関東山都会 事務局 梅田
東京都江東区東砂７ １１ １８
電話 ０３ ３６９９ ６７７７
※会員も随時募集しております︒
−
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27

中川
仁
（山の都創造課）
溝部 未頼
（健康福祉課）
飯星 流樹
西田 遥香
森田 菜美
渡邊 智仁
（二瀬本保育園保育士） （馬見原保育園保育士） （健康福祉課保健師） （健康福祉課保健師）

6
広報やまと 2015. 5 月号
広報やまと 2015. 5 月号

7

間 龍洋︵生涯学習課参事︶

−

−

−

31

10

−

−

−

−

−
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本田浩吉︵地籍調査課参事︶

４月に新規採用された職員を紹介します。

職員人事異動
職員人事異動

