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
異動があった人のみ掲載

︻監査 委 員 ︼
書記 甲斐尚子︵建設課︶
︻総務課︼
人事給与係長 坂本靖也
︵企画政策課企画係長︶
監理係長 松本文孝︵農林振興課︶
主事 渡邊美樹︵生涯学習課︶
主事 上村大地︵老人ホーム︶
参事 安達智雄︵新規再任用︶
︻企画政策課︼
課長補佐 東 政博
︵
﹁蘇陽﹂健康福祉課長︶
企画係長 藤原章吉
︵山の都創造課山の都づくり推進室長︶

西田武俊︵隣保館長︶
門川次子︵健康福祉課長︶
藤原栄二︵地籍調査課長︶
山下 稔︵建設課維持管理係長︶
山崎博喜︵農林振興課林政係長︶
大城京子︵
﹁蘇陽﹂健康福祉課保健師︶
原住生美︵大川保育園長︶
吉田龍子︵浜町保育園長︶
春髙 一
︵
﹁清和﹂産業振興課長兼産業振興係長︶

佐藤洋一︵地籍調査課地籍調査係長︶
入田あをい︵総務課︶
藤屋ちづ子︵大川保育園調理師︶
吉田旅子︵清和小学校調理師︶
藤澤和美︵蘇陽南小学校調理師︶
藤本憲司︵隣保館参事︶
甲斐重昭︵農林振興課参事︶
田上博之︵生涯学習課参事︶
矢野峰子︵そよう病院看護師︶

荒川真紀子
︵農林振興課︶

︵生涯学習課︶

西 恭子

︵そよう病院︶

田上寛子

︵老人ホーム︶

宮崎浩史朗

４月に新規採用された職員を紹介します。

主事 渡邊秀文 ︵熊本県地域振興課︶
︻税務住民課︼
課長 田中耕治︵学校教育課長︶
徴収係長 玉目知穂︵農業委員会︶
戸籍住民係長 渡邉尚子
︵総務課人事給与係長︶
主事 藤河信太郎︵地籍調査課︶
主事 鳥井奈恵︵農林振興課︶

︻退職︼ 平成 年３月 日付け

お世話になりました

︻派遣研修︼
熊本県高齢者支援課
主事 宮崎 馨︵農業委員会︶
熊本県市町村課
参事 上野誠喜︵企画政策課︶

︻農業委員会︼
︻会計課︼
事務局長︵兼農林振興課長︶ 藤島精吾
会計係長 田上るみ子
︵健康福祉課国保年金係長︶
審議員 興梠 誠
︵
﹁蘇陽﹂産業振興課長兼審議員︶ ︻清和支所︼
︻健康福祉課︼
主査 佐野真志︵税務住民課︶
清和支所長 増田公憲
課長 玉目秀二 ︵健康福祉課長補佐︶
︻建設課︼
︵
﹁清和﹂総合支所長兼総務住民課長︶
審議員兼課長補佐 森山秀生
課長兼高速道路対策室長 後藤誠輝
地域振興係
︵熊本県派遣︶
係長 渡辺八千代
︵
﹁蘇陽﹂建設水道課長︶
国保年金係長 河野君代
︵
﹁清和﹂総務住民課総務企画係長︶
土木係長 西 賢︵建設課︶
︵会計課会計係長︶
主事 山本里枝︵﹁清和﹂総務住民課︶
維持管理係長 有働賴貴 ︵農林振興課︶
福祉係長 吉田敦子
主査 井場賢一郎 ︵﹁清和﹂産業振興課︶
主事 村山光彦︵健康福祉課︶
︵税務住民課戸籍住民係長︶
主査 髙橋有紀︵健康福祉課︶
税務住民係
山都町人権センター長 東 誠也
技師 水田博文︵環境水道課︶
係長 北 貴友︵﹁清和﹂総務住民課︶
︵生涯学習課生涯学習係長︶
技師 阪本洋一︵農林振興課︶
主幹 後藤君代︵﹁清和﹂総務住民課︶
主査 藤川秀一︵総務課︶
主査 浜田聡史︵﹁清和﹂総務住民課︶
主事 春日裕貴 ︵﹁蘇陽﹂総務住民課︶ ︻山の都創造課︼
課長補佐兼商工労働係長 髙橋季良
健康福祉係
保健師 藤原由紀 ︵﹁清和﹂健康福祉課︶
︵
﹁清和﹂建設水道課長︶
係長 藤嶋厚美
保健師 後藤美和 ︵﹁蘇陽﹂健康福祉課︶
山の都づくり推進室長 長崎早智
︵
﹁清和﹂総務住民課税務住民係長︶
参事 吉良二郎︵新規再任用︶
︵監査委員 書記︶
主幹 春木優一︵﹁清和﹂健康福祉課︶
︻環境水道課︼
主査 熊川勇輝︵農林振興課︶
主査 髙橋陽典︵﹁清和﹂健康福祉課︶
課長 佐藤三己
主事 増田勇樹︵地籍調査課︶
主査 松永裕矢︵﹁清和﹂健康福祉課︶
︵建設課高速道路対策室長︶
︻地籍調査課︼
保健師 飯法師直美︵健康福祉課︶
主幹 渡邉寿彦︵学校教育課︶
保健師 山下美香 ︵﹁清和﹂健康福祉課︶
課長 山本祐一
技師 後藤裕孝︵建設課︶
︵農業委員会事務局長︶
農林建設水道係
︻農林振興課︼
地籍調査係長 白鷹敬一
係長 藤岡 勇︵ 健康福祉課福祉係長︶
林政係長 飯星文康
︵
﹁蘇陽﹂建設水道課建設水道係長︶
主幹 菊地勝也︵﹁清和﹂建設水道課︶
︵
﹁清和﹂建設水道課建設水道係長︶
主事 緒方栄人︵﹁清和﹂産業振興課︶
主幹 鈴木保幸︵﹁清和﹂産業振興課︶
主査 西山太英︵建設課︶
主事 中川 仁︵山の都創造課︶
主事 佐藤智宏︵﹁清和﹂総務住民課︶
主査 飯星太英︵﹁蘇陽﹂産業振興課︶
︻老人ホーム︼
主事 吉本公栄︵﹁清和﹂建設水道課︶
主事 藤本祐輔
施設長 藤原千春 ︵老人ホーム事務長︶
主事 枝尾竜成︵﹁清和﹂産業振興課︶
︵熊本県後期高齢者医療広域連合︶
事務長 木野千春︵健康福祉課︶
参事 甲斐良士︵新規再任用︶
主事 荒川真紀子︵新規採用︶
主事 宮崎浩史朗︵新規採用︶
参事 有働章三︵新規再任用︶

︻蘇陽支所︼
主事 髙木大輔︵そよう病院︶
蘇陽支所長 江藤宗利︵建設課長︶ ︻生涯学習課︼
地域振興係
課長 工藤宏二︵総務課監理係長︶
係長 橋本由紀夫 ︵﹁蘇陽﹂総務住民
生涯学習係長兼図書公民館係長 嶋田浩幸
課総務企画係長兼税務住民係長︶
︵山の都創造課商工労働係長︶
主査 後藤生磨︵﹁蘇陽﹂総務住民課︶
主事 吉岡慈音︵税務住民課︶
主事 本田裕一︵﹁蘇陽﹂総務住民課︶
主事 西 恭子︵新規採用︶
税務住民係
参事 藤川多美︵新規再任用︶
係長 富田昭男︵﹁蘇陽﹂総務住民課︶ ︻浜町保育園︼
主幹 平岡哲也︵﹁蘇陽﹂総務住民課︶
園長 上野真里子︵白糸保育園︶
主査 倉岡寛珠︵﹁清和﹂生涯学習課︶ ︻浜町第二保育園︼
健康福祉係
保育士 折尾樹里︵菅尾保育園︶
係長 木實春美︵﹁蘇陽﹂総務住民課︶ ︻金内保育園︼
主幹 栗屋広季︵﹁蘇陽﹂健康福祉課︶
保育士 平岡裕子︵大川保育園︶
主幹 村山浩司︵﹁蘇陽﹂健康福祉課︶
保育士 中嶋 恵 ︵浜町第二保育園︶
主事 田中健介︵﹁蘇陽﹂健康福祉課︶ ︻矢部同和保育園︼
保健師 山邊 渚 ︵﹁蘇陽﹂健康福祉課︶
保育士 平岡浩美︵白糸保育園︶
保健師 渡邊智仁︵健康福祉課︶
保育士 嶋田里美︵金内保育園︶
農林建設水道係
︻大川保育園︼
係長 春木寿俊︵建設課土木係長︶
園長 柴田尚美︵馬見原保育園︶
主査 田上佳代︵﹁蘇陽﹂産業振興課︶
保育士 田上明実 ︵矢部同和保育園︶
主査 立田さとみ ︵﹁蘇陽﹂建設水道課︶
保育士 坂本 唯︵菅尾保育園︶
主事 真野 唯︵﹁蘇陽﹂産業振興課︶
調理師 玉目博子︵馬見原保育園︶
技師 工藤謙一郎 ︵﹁蘇陽﹂建設水道課︶ ︻馬見原保育園︼
技師 山中祐二︵﹁蘇陽﹂建設水道課︶
園長 有働美奈子︵二瀬本保育園︶
参事 江藤建司︵新規再任用︶
調理師 境 久美︵菅尾保育園︶
︻そよう病院︼
︻二瀬本保育園︼
事務長 小屋迫厚文 ︵老人ホーム施設長︶
園長 興梠田鶴子︵菅尾保育園︶
歯科衛生士 田上寛子︵新規採用︶ ︻矢部小学校︼
参事 宮川憲和︵新規再任用︶
調理師 坂口 瞳︵白糸保育園︶
︻学校教育課︼
︻清和小学校︼
課長 荒木敏久︵ 税務住民課徴収係長︶
調理師 北村里子︵矢部小学校︶
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広報やまと 2016. 5 月号
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