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人事異動

■人事異動（昇格を含む）一覧（平成29年４月１日付）

■新規採用 お世話になります ■退職（３月31日付） お世話になりました
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造　教育委員会菊陽中学校調理師
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紀　教育委員会菊陽西小学校調理師

吉野　邦宏　総務部長

佐藤　清孝　福祉生活部長

松本　洋昭　産業建設部長

宮本　義雄　福祉生活部審議員兼子育て支援課長

志垣　敏夫　産業建設部審議員兼農政課長

山﨑　謙三　会計管理者兼会計課長

堀　　行徳　議会事務局長

松岡千枝美　教育委員会菊陽中部小学校調理師

小﨑充良子　福祉生活部子育て支援課白鈴園主任保育士

植田　　文　福祉生活部子育て支援課長補佐

４月１日付けで町職員の人事異動が発令されました。　
組織改編により、産業建設部は経済部と土木部に分割し、福祉生活部の西部支所は町民課所管となりました。
係長以上の異動は次のとおりです。

　目覚ましく発展を続ける菊
陽町の教育長に就任するにあ
たり、その重責を痛感し身の
引き締まる思いです。これか
らの時代を担う菊陽の子ども
たちが生き生きと学び、健や
かに成長する姿を思い描きな
がら、学校教育・社会教育の
更なる充実と発展を期して全
力を傾注してまいります。ど
うぞよろしくお願いします。

３月31日に前教育長の赤峰洋次氏が退任し、町長の任命後、議会の同意により４月１日から、
新教育長として上川幸俊氏が就任しました。任期は平成31年３月31日までの２年間となります。
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教育長

問 総務課　人事秘書係　☎（232）2111

所属・職名 氏名 前所属・職名

部長級

総務部長 吉川　義則 総務部審議員兼総務課長
福祉生活部長 阪本　浩德 総務部総合政策課長
経済部長 今村　敬士 産業建設部審議員兼下水道課長兼環境生活課長
土木部長 大山　陽祐 産業建設部審議員兼都市計画課長
総務部審議員兼総務課付課長（菊池広域連合派遣） 太田　幸信 総務部総務課付課長（菊池広域連合派遣）
総務部審議員兼税務課長 酒井　章彦 総務部税務課長兼固定資産税係長
福祉生活部審議員兼健康・保険課長 阪本　章三 福祉生活部健康・保険課長
福祉生活部審議員兼町民課長 服部　誠也 福祉生活部西部支所長
土木部審議員兼建設課長 小野　秀幸 産業建設部建設課長
会計管理者兼会計課長 市原　憲吾 福祉生活部介護保険課長
教育委員会教育審議員兼学務課長 士野　公典 教育委員会学務課長

課長

総務部総務課長 板楠　健次 総務部総務課長補佐兼人事秘書係長
総務部総合政策課長 中島　秀樹 総務部総務課長補佐兼総務法制係長
総務部財政課長 西本　一浩 福祉生活部福祉課長
総務部人権教育・啓発課長 古賀　直之 教育委員会生涯学習課長兼中央公民館長
福祉生活部福祉課長 矢野　信哉 教育委員会図書館長
福祉生活部子育て支援課長 東　桂一郎 総務部財政課長
福祉生活部介護保険課長 宮川　照之 福祉生活部町民課長兼戸籍係長
経済部農政課長 山川　和徳 産業建設部商工振興課長補佐兼企業誘致推進室長
経済部商工振興課長兼企業誘致推進室長 川上　一弘 農業委員会事務局長
土木部都市計画課長 井芹　　渡 産業建設部都市計画課長補佐兼区画整理係長
土木部下水道課長 矢野　和幸 産業建設部下水道課長補佐兼工務係長
土木部環境生活課長 丸山　直樹 総務部財政課長補佐兼管財係長
教育委員会生涯学習課長兼中央公民館長 梅原　浩司 総務部総合政策課長補佐兼情報管理係長
教育委員会図書館長 川端　慎一 教育委員会図書館長補佐兼図書館係長
議会事務局長 高木　定伸 総務部人権教育・啓発課長
農業委員会事務局長 渡辺　博和 産業建設部農政課長補佐兼農政係長

課長
補佐

総務部総務課長補佐兼人事秘書係長 矢野　博則 教育委員会学務課学務係長
福祉生活部福祉課長補佐兼地域福祉係長 吉本　雅和 福祉生活部福祉課地域福祉係長
福祉生活部子育て支援課長補佐 宮崎淳之介 熊本県総務部人事課参事
福祉生活部健康・保険課長補佐兼保健予防係長 岩下　美穂 福祉生活部健康・保険課保健予防係長
福祉生活部介護保険課長補佐兼介護予防係長 和田　　征 福祉生活部介護保険課介護保険係長
福祉生活部町民課長補佐兼西部支所長兼西部町民センター所長 村上　健司 総務部税務課徴収係長
土木部環境生活課長補佐兼環境係長 鍋島　二郎 産業建設部環境生活課長補佐
教育委員会生涯学習課長補佐兼生涯学習係長 岡本　勇人 教育委員会生涯学習課生涯学習係長

係長

総務部

総務課総務法制係長 小泉　秀和 教育委員会学務課学務係参事
総務課交通防災係長 阪本　幸昭 福祉生活部健康・保険課国民健康保険係長
総務課付係長（菊池環境保全組合派遣） 中原　貴史 総務部総務課付参事（菊池広域連合派遣）
総合政策課情報管理係長 原口　俊二 総務部総務課付参事（熊本県派遣）
財政課管財係長 坂本　勇一 総務部財政課管財係参事
税務課固定資産税係長 坂本　恒平 総務部税務課固定資産税係参事
税務課徴収係長 堀川　悟郎 福祉生活部介護保険課介護予防係長

福祉生活部

福祉課障がい福祉係長 山本　康敬 福祉生活部福祉課障がい福祉係参事
健康・保険課国民健康保険係長 塚脇　康晴 総務部総務課交通防災係長
介護保険課介護保険係長 今村　珠紀 福祉生活部西部支所支所係長
町民課西部支所係長 阪本　絹代 福祉生活部福祉課障がい福祉係長

経済部
農政課農政係長 阪本　和彦 教育委員会中央公民館公民館係長
農政課農地整備係長 出田　　稔 産業建設部農政課農地整備係長
商工振興課商工振興係長兼企業誘致推進室係長 今村　太郎 産業建設部商工振興課商工振興係長兼企業誘致推進室係長

係長

土木部

建設課管理係長 山室　孝幸 産業建設部建設課建設係参事
建設課建設係長 荒牧　栄治 産業建設部建設課建設係長
都市計画課都市計画係長 山本　省吾 産業建設部都市計画課都市計画係長
都市計画課区画整理係長 川端　　誠 産業建設部都市計画課区画整理係参事
下水道課工務係長 高田　光一 産業建設部建設課管理係長
下水道課業務係長 坂田　　悟 産業建設部下水道課業務係長
環境生活課ごみ減量推進係長 中村　康幸 産業建設部環境生活課ごみ減量推進係長

教育委員会
学務課学務係長 藤井　智美 教育委員会学務課学務係参事
図書館図書館係長 松本　和代 教育委員会図書館図書館係参事
中央公民館公民館係長 小野　勝也 福祉生活部西部支所支所係参事

　教育長としての９年間、町
民の皆様との多くの出会い、
ふれあい、おつきあいができ
たことに、心より感謝申し上
げます。
　活気ある町に活気ある学校
を、そして子どもたちを！！子
どもたちのさらなる活躍を飛
躍を、そして明るく、住みよ
い町づくりをみんなで。
　ありがとうございました。
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