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令和元年度　職員体制

 総務部 部長 松下　浩

 総務課 課長 松本三省
  課長補佐 平野貢司
 　総務法制係 係長 宮本　浩
 　人事研修係 係長 井上憲一
 　給与厚生係 係長 奥山紀子
 　天草アーカイブズ管理係
  審議員（係長） 榎木広一
 総務部付（天草広域連合派遣）
　 事務局長 濵﨑正明
 総務課付（天草広域連合派遣）
  課長 諏訪　一
 総務課付（天草広域連合派遣）
  係長 浪床靖史
 防災危機管理課　課長 安田正則
 　防災危機管理係 係長 草積準二
 契約検査課 課長 田中　司
 　工事契約係 係長 富山進市
 　物品契約係 係長 酒井孝寛
 　工事検査係 係長 早見博之
 財産経営課 課長 渡邊一矢
 　財産経営係 係長 宮内祐貴
 　管財係 係長 緒方勇人
 　地籍管理係 係長 濵﨑貞樹
 秘書課 課長 有馬美樹
 　秘書係 係長 津﨑龍也
 　広報広聴係 係長 宮本　諭

 総合政策部 部長 中村一弘

 政策企画課 課長 塩先敏彦
 　企画調整係 係長 池田惠美子
 　行財政改革推進係 係長 池田正實
 　統計調査係 係長 松尾久則
 財政課 課長 宮本周幸
  課長補佐 村上浩崇

 　財政係 係長 中村和機
 情報政策課 課長 永田秀延
 　情報政策係 係長 石井　隆
 　電算システム係 係長 後迫新一

 地域振興部 部長 渡邊英人

 地域政策課 課長 山本洋介
  課長補佐 田智之
 　定住促進係 係長 濱口桂伍
 　交通政策係 係長 福田　稔
 まちづくり支援課 課長 上原和之
 　まちづくり係 係長 奥山英貴
 　市民安全係 係長 橋本博樹
 男女共同参画課 課長 田川美貴
 　男女共同参画係 係長 園田百合枝
 スポーツ振興課 課長 藤本　寿
 　スポーツ振興係 係長 重村大介
 　施設管理係 係長 山下倫生

 健康福祉部 部長 伊勢﨑裕樹

 健康福祉政策課 課長 赤﨑むつみ
 　健康福祉政策係 係長 松川安英
 　監査指導係 係長 米村康二
 福祉課 課長 山上浩一
 　障がい福祉係 係長 塚田みどり
 　生活支援１係 係長 松元保直
 　生活支援２係 係長 矢田哲也
 子育て支援課 課長 大脇恵子
 　子育て支援係 係長 長野　博
 　子ども福祉係 係長 蓮池貴司
 　子ども相談係 係長 小川隆基
 　天草市立御所浦保育所　
  審議員（保育所長） 柴木深雪
 　天草市立御所浦北保育所　
  審議員（保育所長） 小平由美子
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主な組織の変更

管財課 庁舎建設推進室 財産経営課と を統合し

◆福祉課 生活支援係を２係体制へ

文化課 世界遺産推進室 文化課と を統合し 文化振興係
世界遺産・文化財係
キリシタン資料館管理係

←次ページへ
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 高齢者支援課 課長 畑島高祉
 　高齢者福祉係 係長 浦田さおり
 　介護給付係 係長 久保　賢
 　介護認定係 係長 池田良一
 　地域支援係 係長 松本雅隆
 健康増進課 課長 川邉幸季
  課長補佐 堀口広正
 　健康増進係 係長 山下鎮也
 　成人保健係 係長 岡田ひとみ
 　母子保健係 係長 矢田祐二
 　天草東保健センター
  係長 平山広一
 　天草西保健センター
  係長 岩本弘幸

 市民生活部 部長 小川圭三

 市民生活課 課長 堤田幸治
 　市民政策係 係長 大西　学
 　生活環境係 係長 園田俊光
 環境施設課 課長 橋口松也
 　廃棄物対策係 係長 松下輝光
 　施設管理係 係長 原田健一
 　天草市牛深クリーンセンター　
  審議員（係長） 嶋﨑國仁
 　天草市西天草クリーンセンター
  審議員（係長） 加納連蔵
 環境施設課付（天草広域連合派遣）
　 課長 山口和志
 環境施設課付（天草広域連合派遣）
  係長 松﨑正光
 環境施設課付（天草広域連合派遣）
  室長 中元浩輝
 市民課 課長 新木銘子
 　窓口係 係長 吉村一弘
 　戸籍係 係長 佐藤信吉
 納税課 課長 大石明彦
 　納税管理係 係長 大石道史
 　収納係 係長 森山　隆
 課税課 課長 宮﨑政勝
  課長補佐 関　　彰
 　市民税係 係長 佐尾秀和
 　固定資産税係 係長 福島康仁
 国保年金課 課長 中元博文
 　国保給付係 係長 益田靖子
 　国保税係 係長 松田富昭
 　高齢者医療年金係 係長 酒井敏幸
 国保年金課付

（熊本県後期高齢者医療広域連合派遣）
  課長 谷　　樹

 経済部 部長 松元正治

 産業政策課 課長 植田伸広
 　産業政策係 係長 勝木　覚
 　６次産業推進係　係長　西﨑正和
 農業振興課 課長 笹原昭彦
 　農政係 係長 原田真二
 　農村環境係 係長 田中真吾
 　農産係 係長 井上　功
 農林整備課 課長 竹森良二
 　施設管理係 係長 多間田 誠
 　農地整備係 係長 猪原好博
 　林務係 係長 船田光和
 　イノシシ対策係 係長 木村英樹
 水産振興課 課長 田川誠也
 　水産振興係 係長 岩﨑政彦
 　漁港漁場係 係長 福部守二
 　天草市水産研究センター
  審議員 中村眞佐夫 

 観光文化部 部長 大田安人

 観光振興課 課長 中村健一郎
 　観光振興係 係長 崎田博之
 　観光施設係 係長 長尾良太郎
 文化課 課長 丸林眞吾
  課長補佐 本多康二
 　文化振興係 係長 植木　剛
 　世界遺産・文化財係 係長 村田清也
 　キリシタン資料館管理係
  係長 亀子敬史
 ジオパーク推進室 室長 松本安彦
 　事業推進係 係長 古川龍司

 建設部 部長 吉永眞二

 建設総務課 課長 鎌田正治
  審議員 白川洋幸
 　政策調整係 係長 平本直樹
 　市営住宅係 係長 松下眞也
 土木課 課長 横山茂樹
  審議員 平野末喜
 　土木管理係 係長 宮川雄三
 　道路整備係 係長 原田州俊
 　河川港湾係 係長 原田朋隆
 　地域整備係 係長 宮﨑邦明
 都市計画課 課長 山本嘉文
 　都市計画係 係長 松元英則

 　景観公園係 係長 沢村亮二
 建築課 課長 山道栄治
 　建築係 係長 田上文彦
 　建築指導係 係長 松田和典

 牛深支所 支所長 小田宗雄

 総務振興課 課長 平山髙広
 　総務係 係長 松本正之
 　まちづくり係 係長 田川雅美
 市民生活課 課長 五通敬介
  課長補佐 尾上和人
 　市民環境係 係長 横山吉徳
 　保険年金係 係長 森下靜枝
 　健康福祉係 係長 生嶋祥子
 　税務係 係長 瀧本由一
 産業振興課 課長 橋口三智夫
 　農林振興係 係長 向川博治
 　水産振興係 係長 唐田隆一
 　商工観光係 係長 濱﨑彰吾
 建設課 課長 藤田浩一
 　建設係 係長 水本康男
 　住宅水道係 係長 松本秋敏

 有明支所 支所長 本田　一

 まちづくり推進課 課長 尾﨑昌俊
 　まちづくり係 係長 今福真澄
 　市民生活係 係長 洲﨑公明
 　産業建設係 係長 金子　馨

 御所浦支所 支所長 松田繁隆

 まちづくり推進課 課長 齊藤　正
 　まちづくり係 係長 岩下富一
 　市民生活係 係長 原田満由
 　産業建設係 係長 小島章利

 倉岳支所 支所長 福本英樹

 まちづくり推進課 課長 浦本純一
 　まちづくり係 係長 平　武藏
 　市民生活係 係長 藤崎眞二
 　産業建設係 係長 古野明治

←

←
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 栖本支所 支所長 倉田千尋

 まちづくり推進課 課長 坂本和也
 　まちづくり係 係長 鶴田文男
 　市民生活係 係長 濵本洋輔
 　産業建設係
  審議員（係長） 山上克也
  

 新和支所 支所長 稲田政喜

 まちづくり推進課 課長 松下偉敏
 　まちづくり係 係長 園田雄一
 　市民生活係 係長 谷口哲也
 　産業建設係 係長 浦﨑貴裕

 五和支所 支所長 鳥羽瀨一文

 まちづくり推進課 課長 植村伸哉
  課長補佐 宮本丈夫
 　まちづくり係 係長 岩﨑　光
 　市民生活係 係長 松下耕二
 　産業建設係 係長 萩原大佐

 天草支所 支所長 深見慎二

 まちづくり推進課 課長 山田良昭
 　まちづくり係 係長 赤星潤一
 　市民生活係 係長 古賀美由紀
 　産業建設係 係長 福田和行

 河浦支所 支所長 山下美代

 まちづくり推進課 課長 唐田嗣久
 　まちづくり係 係長 中村大介
 　市民生活係 係長 池田範康
 　産業建設係 係長 出永一也

 会計管理者
  首席審議員 岡部秀喜

 会計課 課長 脇元信治
 　会計係 係長 辻 健太郎

 病院事業部 部長 松下賢次

 経営管理課 課長 大笹英次
 　経営管理係 係長 山川勝登士

 牛深市民病院 事務長 沖﨑豊生
 　事務局総務係 係長 浅見上総

 栖本病院 事務長 松本沢子
 　事務局管理係 係長 大塚新也

 新和病院 事務長 益田　茂
 　事務局管理係 係長 田中勝則

 河浦病院 事務長 田中万里
 　事務局管理係 係長 齊藤恭成

 御所浦診療所 事務長 友村勝男
 　管理係 係長 竹内幹宜

 御所浦歯科診療所
 　管理係 係長 森田和久

 天草市立本渡看護専門学校
 　 事務長 寺下高志
 　 副学校長 岡部京美
 　庶務係 係長 中田紀子
 　教務係 係長 長元香利

 水道局 局長 山岡忠文

 経営管理課 課長 浦﨑和義
 　水道庶務係 係長 門口　淳
 　下水道庶務係 係長 松﨑義文
 経営管理課付
 （上天草・宇城水道企業団派遣）
  係長 尾﨑美紀
 水道課 課長 梅田淳一
 　工務係 係長 長島　修
 　施設管理１係 係長 船岡正治
 　施設管理 2 係 係長 金子文仁
 下水道課 課長 小嶋秀典
 　施設整備係 係長 松尾裕文
 　施設管理係 係長 金子裕昭

 議会事務局 局長 連尾則昭

 　総務係 係長 新木健一
 　議事調査係 係長 鶴田明久

 教育部 部長 長元　忠

 教育総務課 課長 柴田和人
 　総務企画係 係長 出永圭史
 　施設係 係長 伊野上乾悟
 学校教育課 課長 本多俊隆
　　　　　 審議員 小森直哉
 　教務１係 係長 濵中光徳
 　教務２係 係長 宮口恵美
 　指導係 係長 河内秀幸
 　天草市立本渡南幼稚園　
  幼稚園長 吉永礼子
 　天草市立本渡北幼稚園　
　　 審議員（幼稚園長） 横山里美
 　天草市立亀場幼稚園　
　　 幼稚園長 宮崎時子
 生涯学習課 課長 岡田　恵
 　生涯学習推進係 係長 児玉洋子
 　公民館係 係長 松下智幸
 　天草市立中央図書館
  係長 福本律子
 学校給食課 課長 出永　太
  審議員 長尾敏彦
 　管理係 係長 渡邊英治
 　天草市立本渡学校給食センター
  所長 倉田浩一

 選挙管理委員会事務局
  局長 林　泰裕

 　選挙係　 係長 堀口さおり

 監査委員事務局
  局長 稲田正一郎

 　監査係 係長 江﨑克也

 農業委員会事務局
  局長 岩本隆二

 　農地庶務係 係長 荒木賢司
 　農地利用推進係 係長 松本　馨

令和元年度　職員体制

□問都市計画課（市役所別館）☎㉓1111

天草花しょうぶ祭り
＆食と物産大バザール

内　　容　創作ハイヤ（衣装・振り付け・ステージ〔幅９m×奥５m〕の構成は自由〔大
人数の場合はステージ下も使用可能〕）。音源は各自準備（曲の３番まで）。

表　　彰　優勝３万円。
申込方法　５月31日㊎までに、応募用紙（市ホームページに掲載）を持参
　　　　　またはＦＡＸ、電子メールで提出してください。
□申□問（一社）市芸術文化協会事務局（天草市民センター内）☎・FAX㉒8797
□Ｍ shun_ezk@yahoo.co.jp

と　き　６月１日㊏～９日㊐ 午前９時～午後７時
　　　　 （６月１日㊏、８日㊏は午後９時まで）
ところ　西の久保公園（本渡町本戸馬場）

参加
無料

創作ハイヤ踊りコンテスト

期間中毎日開催　 ●お茶会（有料・雨天中止） ●かかし展示 ●天草の特産品販売など

６月１日㊏、２日㊐、８日㊏、９日㊐ 午前９時20分～午後５時
西の久保公園 ⇄ 旧ダイキ駐車場跡 ⇄ 県天草広域本部駐車場

と　き　６月８日㊏ 午後７時～
ところ　西の久保公園（やまびこ館前特設ステージ）

ハイヤで
しょうぶ! 参加者募集!

※天候などにより、内容が変更または中止になることがあります。

西の久保公園第15回

▲天草花しょうぶ
　実行委員会
　ホームページ

●１日㊏、２日㊐、８日㊏、９日㊐はハイヤ踊りを開催。
●土曜日はしょうぶ園のライトアップも実施。
　その他のイベントはチラシまたは市ホームページをご覧ください。

シャトルバス
無料


