︵健康ほけん課︶

健康づくり係長 飯法師直美

︵環境水道課経理係長︶

国保年金係長 森 利江

︵健康ほけん課国保年金係長︶

課長 河野君代

︻健康ほけん課︼

課長 上田 浩︵総務課防災係長︶

︻地籍調査課︼

主査 中川雄貴︵企画政策課︶

主査 赤星 稔︵農林振興課︶

山都町職員人事異動
︑
前 職 は︵ ︶ 内︑ 清 和 支 所 は﹁ 清 ﹂
蘇 陽 支 所 は ﹁ 蘇 ﹂︑ 新 規 採 用 ︵ 任 期
付 ︶は︵ 任 期 付 採 用 ︶と し て い ま す ︒
異動があった職員のみ掲載してい
ます︒

︻総務課︼
人事給与係長 長崎早智
︵山の都創造課山の都づくり推進室長︶

防災係長 小﨑康護︵総務課︶
主事 松永直也︵新規採用︶

主事 藤河信太郎︵税務住民課︶
主事 西 恭子︵生涯学習課︶
主事 坂本力斗︵新規採用︶
参事 吉田敦子︵福祉課︶
︻農業委員会︼

健康福祉係長 片倉城司
︵学校教育課学校教育係長︶
税務住民係長 飯星文康
︵農林振興課林政係長︶
主査 船井晃晴︵清和支所︶

︵総務課人事給与係長︶

︵企画政策課企画係長︶

学校教育係長 鈴木保幸

兼図書公民館係長︶

︵生涯学習課生涯学習係長

課長 嶋田浩幸

︻教育委員会 学校教育課︼

主査 佐藤香奈子︵税務住民課︶

︻監査委員︼

事務局長 坂本靖也

農地係長 春木優一︵農業委員会︶ ︻議会事務局︼
主査 本田裕一︵蘇陽支所︶
︻建設課︼
課長兼維持管理係長 佐藤三己
︵建設課長︶
土木係長兼高速道路対策室長
村上敬治︵建設課土木係長︶
主幹 田上雅恵︵会計課︶
主査 荒木達也︵農林振興課︶
︻山の都創造課︼
課長兼山の都づくり推進室長
生涯学習係長兼図書公民館係長

藤原章吉︵山の都創造課長︶ ︻教育委員会 生涯学習課︼
課長補佐兼商工観光係長 右山良子

主幹 村山浩司︵農林振興課︶
技師 江藤靖明︵新規採用︶

主事 荒川真紀子︵農林振興課︶

飯星俊文︵福祉課︶

主事 深水 蓮︵新規採用︶
主幹 山邉 剛︵福祉課︶

︵山の都創造課課長補佐︶

社会福祉士 川端有希子

︵熊本県くまモングループ派遣︶
︻清和支所︼
健康福祉係長 八本幸史郎
主査 髙橋有紀︵建設課︶

︵
﹁清﹂健康福祉係長︶

事務長 藤嶋厚美

︻そよう病院︼

参事 山本祐一︵新規再任用︶

︵山都町社会福祉協議会︶
人権センター長 藤岡 勇
︵
﹁蘇﹂税務住民係長︶
参事 東 誠也︵新規再任用︶

主査 山﨑 咲

主査 藤川秀一︵健康ほけん課︶

福祉係長 興梠幸司︵生涯学習課︶

︵企画政策課復興推進室長︶

課長兼子育て支援施設長 髙橋季良

主幹 米村幸洋︵熊本県警察︶
主事 藤川総志︵新規採用︶
危機管理監 野口勝広︵ 任期付採用︶ ︻福祉課︼
︻会計課︼
会計管理者兼課長 緒方 功
︵議会事務局長︶
会計係長 木實春美
︵
﹁蘇﹂健康福祉係長︶
主査 山本里枝︵清和支所︶
︻企画政策課︼
企画係長 北 貴友
︵健康ほけん課健康づくり係長︶
︻環境水道課︼

（矢部中学校）

復興推進室長兼情報係長 坂本憲太郎

医師 永田洋介 ︵人吉医療センター︶

（そよう病院）

︵農業委員会農地係長︶

（そよう病院）

経理係長 甲斐尚子︵監査委員︶

（そよう病院）

︵熊本県︶

看護師 村上美奈︵新規採用︶

もえは

参事 橋本由紀夫︵新規再任用︶

松本 萌葉
まつもと
み な

︻農林振興課︼

（総務課）

主査 荒木啓志︵税務住民課︶

看護師 坂本朱美︵新規採用︶

（福祉課）

︻蘇陽支所︼

（農林振興課）

林政係長 有働賴貴

（健康ほけん課）

︻税務住民課︼

（生涯学習課）

看護師 一万田あゆみ︵新規採用︶

村上 美奈
むらかみ

支所長兼地域振興係長 飯星和浩

松永 直也

︵建設課維持管理係長︶

深水 蓮

課長 田上るみ子

坂本 力斗

︵
﹁蘇﹂地域振興係長︶

藤川 総志

主事 泉 剛︵建設課︶

江藤 靖明

︵会計課会計係長︶

坂本 朱美
あけみ

︻山都みらい保育園︼
主任保育士 飯星めぐみ ︵大川保育園︶
お世話になりました
保育士 中嶋 恵︵金内保育園︶
保育士 佐藤一恵︵任期付採用︶
︻退職︼ 平成 年３月 日付け
保育士 村田佐知枝︵任期付採用︶
山本祐一︵健康ほけん課長︶
︻金内保育園︼
藤島精吾︵会計管理者兼会計課長︶
保育士 井 和恵︵二瀬本保育園︶
渡邉尚子︵学校教育課長︶
︻大川保育園︼
田中耕治︵税務住民課長︶
保育士 伴みずき︵二瀬本保育園︶
小屋迫厚文︵そよう病院事務長︶
保育士 山本遥香︵ 山都みらい保育園︶
玉目秀二︵地籍調査課長︶
調理師 髙橋多津子 ︵馬見原保育園︶
橋本由紀夫︵蘇陽支所長︶
︻馬見原保育園︼
東 政博︵農業委員会審議員︶
園長 平岡裕子 ︵山都みらい保育園︶
東 誠也︵福祉課人権センター長︶
保育士 橋本智亘︵金内保育園︶
後藤君代︵清和支所主幹︶
調理師 玉目博子︵大川保育園︶
有働美奈子︵馬見原保育園長︶
︻二瀬本保育園︼
坂口広範︵福祉課長︶
保育士 鎌田恭治︵馬見原保育園︶
興梠和明 ︵山の都創造課商工観光係長︶
保育士 野尻美和子︵任期付採用︶
奥村千春︵そよう病院主査︶
︻潤徳小学校︼
調理師 坂口 瞳︵御岳小学校︶
山本明日香 ︵山都みらい保育園保育士︶
︻矢部小学校︼
︻派遣終了︼
調理師 本田千春︵潤徳小学校︶
江島孝則︵総務課主幹︶
︻清和小学校︼
局 千秋
調理師
倉結花︵蘇陽南小学校︶
︵企画政策課課長補佐兼情報係長︶
︻蘇陽南小学校︼
水橋由美子︵そよう病院医師︶
調理師 北村里子︵清和小学校︶
︻再任用終了︼
︻矢部中学校︼
江藤宗利︵農林振興課参事︶
調理師 松本萌葉︵新規採用︶
山中敏子 ︵ 福祉課病後児保育室保育士︶
︻派遣研修︼
菊池節子︵そよう病院准看護師︶
山都町社会福祉協議会
本田潤一︵生涯学習課参事︶
事務局長 髙野隆也︵ 福祉課福祉係長︶
熊本県くまモングループ
主事 山本 保︵山の都創造課︶

さかもと
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広報やまと 2019. ５月号
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7

いちまんだ

一万田 あゆみ

なおや
まつなが
れん
ふかみず
りきと
さかもと
そうし
ふじかわ
やすあき
えとう

〜抱負を一言〜

新規採用職員紹介
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