
　　　　　　　　　　　　  職員人事異動 （令和 4 年 4 月 1 日付け）　　　　　　　　   ※（再）は再任用職員

町職員 こども未来課 都市計画課

所属 氏名 課長 吉川　博文 課長 齊藤　計介
子育て支援係 矢野　憲士朗 都市計画係長 丸山　伸二

会計課 〃 境野　ひかり 都市計画係 山本　勤也
会計管理者 深江　健一 第１保育所長 大倉　美保 〃 倉岡　泰也

総務課 第１保育所 片渕　奈津美 〃 川前　岳人
行政係（男女共同参画係兼務） 松下　遥香 〃 増田　勝大 都市計画係（再） 姫野　幸徳

町長公室（再） 中桐　智昭 第２保育所 岡部　英樹 建築係長 髙木　理恵
熊本県東京事務所派遣 桑原　孝太 第３保育所 冨山　佳蓮 建築係 佐藤　宏一郎
上益城広域連合派遣 田中　友樹 第４保育所 前田　麻美 〃 今吉　一水

危機管理課 〃 舛本　絵夢 復興整備課
課長補佐（熊本県警） 中島　栄作 第４保育所（再） 早田　順子 課長 水口　清

企画財政課 第５保育所 谷村　幸世 まちづくり推進室 奥村　敬介
復興企画係長 桑原　幸葉 〃 井本　春香 益城復興事務所派遣 澤山　秀章
復興企画係 山田　大貴 健康保険課 工務係 末岡　敏広

財政係 坂本　由美 保健事業係長 徳永　美紀 〃 森崎　真吾
情報政策係 片岡　椋子 健康増進係長 江崎　涼 〃 船田　顕真

行政改革係長 内田　博也 健康増進係 周寶　由佳 街路課
行政改革係 後藤　健介 〃 村田　千沙 課長 石橋　淳

税務課 〃 吉川　和音 課長補佐（再） 荒木　栄一
課長 坂井　浩章 〃 村　真己 用地対策係長 寺本　和寛

住民税係長 松本　まゆみ 保険年金係長 高岡　美樹 用地対策係 水田　真登
住民税係 福本　有貴 介護保険係長 栄田　香春 下水道課

〃 甲斐　亮平 介護保険係 中野　珠実 管理係 冨田　健太郎
固定資産税係 大塚　保成 〃 山田　健太 工務係長 坂田　真也

納税係 西野　達朗 産業振興課 工務係 佐藤　俊一
住民課 課長 松本　浩治 〃 稲葉　達也

課長 竹林　浩幸 農政係（再） 水上　眞一 内水対策係長 山内　一平
課長補佐（環境衛生係長兼務） 高岡　雅人 農地係 井　敦子 水道課

住民係長 田平　真由美 農林整備係長 田上　雅史 課長 山口　拓郎
住民係 緒方　敬章 農林整備係 榮徳　栄亮 管理係 西本　和哉

環境衛生係 岩本　慶之 商工観光係 肥後谷　淳 工務係長 豊田　博文
福祉課 〃 畑野　星夏

課長 荒木　薫 建設課 町教育委員会職員
審議員 中村　康広 課長 村上　康幸 所属 氏名地域福祉係 中山　尚大 課長補佐（再） 増田　充浩

包括支援係 荒木　大聖 管理係長 齊藤　栄二 学校教育課
障がい支援係 坂本　菜々子 管理係 樋口　俊一郎 学校教育係長 尾崎　潤一
人権対策係長 廣島　直矢 管理係（再） 福島　恭一 益城中央小 松原　計士

生活再建支援室長 内田　美雪 工務係長 緒方　信一郎 生涯学習課
生活再建支援室 村本　未希 工務係 原　統能政 生涯学習係 長島　恵二

生活再建支援室（再） 福岡　廣徳 〃 池上　公一 〃 田中　康介
〃 玉城　健太郎 交流情報センター所長 松本　睦英
〃 石永　亮
〃 松本　紘武

中長期派遣職員一覧 危機管理課 健康保険課

所属 氏名 派遣元 危機管理係 西村　浩瑞 文京区 審議員 三宅あゆみ 熊本県
企画財政課 街路課

政策審議監 桶谷　哲也 熊本県 復興企画係 佐伯　祐 国立市 工務係 吉谷　貴彦 北九州市
総務課 福祉課 〃 黒木　将隆 鹿児島市

町長公室 清田誠史郎 熊本県 包括支援係 熊宮和香子 社協 用地対策係 勝又　渉 横浜市
新庁舎等建設課 産業振興課 〃 池田　宝生 和水町
新庁舎等建設係 竹辺真二郎 佐世保市 審議員 廣岡　俊治 熊本県 〃 髙岡　悦雄 〃

〃 牟田眞之介 〃 商工観光係 中原　輝星 高松市 学校教育課
〃 本岡正太郎 〃 〃 川合万太郎 JAL 学校教育係 盛田雄太郎 若桜町
〃 丸田　圭祐 〃 〃 廣野　悦子 ANA
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