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市政情報課
四元 要

契約検査課
髙谷 枝里香

スポーツ振興課
岩本 龍人

趣味

趣味：釣り、ゴル 趣味：ゴルフ、釣 趣 味： ド ラ イ ブ、
フ
り、ドライブ
ショッピング

税務課
西村 将希

健康医療課
黒瀬 結菜

健康医療課
荒川 怜

長寿介護課
池上 奨悟

農林課
川上 聡太

観光プロジェクト課 企業誘致商工振興課 土木課
村中 良太
小林 菜緒
岩橋 惇也

都市計画課
下畠 健志

建築住宅課
中谷 優太

下水道課
藤川 咲良

上水道課
村田 功一

消防署
多田 泰雅

消防署
大西 一輝

消防署
小野 虹歩

趣 味： カ ラ オ ケ、 趣味：ハンドボー 趣味：野球、ラー 趣味：ソフトテニ 趣味：車椅子バス 趣味：カメラ、ド
ス、お菓子作り
ライブ
写真撮影
ケットボール
メン店巡り
ル、サウナ

趣味：ジョギング

趣味：旅行

消防署
久永 捺夏

趣 味： 音 楽 鑑 賞、 趣味：読書、映画 趣味：ボーリング、 趣味：野球、キャ 趣味：筋力トレー
ゲーム
ンプ
ニング
鑑賞
バドミントン

環境課
藤原 怜

趣味：野球、カメ 趣味：ゲーム、映 趣味：サウナ
ラ
画鑑賞

消防署昭和出張所 消防署昭和出張所 総社幼稚園
山本 茉奈
永井 拓也
中山 颯真

趣味：韓国ドラマ 趣味：ハンドボー 趣味：野球
鑑賞
ル
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趣味：ドライブ

趣味：ゴルフ、映 趣味：スポーツを
画鑑賞、野球
すること

総社南幼稚園
安永 彩葉

山手幼稚園
矢吹 日奈子

趣味：愛犬と遊ぶ 趣味：音楽鑑賞
こと、楽器演奏

勝彦 ▼監査事務局長 矢吹慎一
▼秘書室主幹・保健福祉部新型コ
ロナウイルス感染症対策室主幹
大西隆之 ▼総務部財政課主幹
岡真里 ▼総務部財産管理課主幹・
総務部財産管理課新庁舎建設係長・
建設部建築住宅課主幹 林琢也
▼市民生活部人権・まちづくり課主
幹・市民生活部人権・まちづくり課
人権啓発係長 山本和美 ▼保健
福祉部健康医療課主幹・保健福祉部
健康医療課保険年金係長・保健セン
ター主幹・保健福祉部新型コロナウ
イルス感染症対策室主幹 竹下あ
けみ ▼保健福祉部福祉課主幹・保
健福祉部福祉課福祉総務係長 林
輝昭 ▼保健福祉部福祉課主幹・保
健福祉部福祉課障がい福祉係長
中山知輝 ▼保健福祉部福祉課主
幹・保健福祉部福祉課生活福祉係長
田中章彦 ▼保健福祉部こども
課主幹・保健福祉部こども課母子保
健係長・山手保健センター主幹・保
健福祉部新型コロナウイルス感染
症対策室主幹 木田美和 ▼保健
福祉部長寿介護課主幹・保健福祉部
長寿介護課介護保険係長 藤原優
▼建設部土木課主幹・建設部土木
課工務係長 矢木武司 ▼教育部
学校教育課主幹 西尾由紀 ▼消
防署副署長 浅野間睦 ▼消防署
昭和出張所長 松本鶴哉

税務課
藤岡 楓花

保健福祉部長に厚生労働省の上田さん
教育部長に文部科学省の加治佐さんが着任

課長級以上の人事異動は、次のと
おりです。

魅力発信室
寺島 翔太

◎部長級
▼文化スポーツ部長 服部浩二
▼ 保 健 福 祉 部 長・ 社 会 福 祉 事 務 所
長・保健福祉部被災者寄り添い室長
上田真琴 ▼教育部長 加治佐
一晃 ▼建設部長 河田秀則 ▼
環境水道部長 西村佳子
◎次長級
▼建設部次長・建設部都市計画課長
荒木久典 ▼会計管理者・会計課
長 弓取克哉 ▼議会事務局次長
宇野裕 ▼総務部次長・総務部財
産管理課長 小野達史
◎課長級
▼市民生活部人権・まちづくり課長
渡邉康広 ▼文化スポーツ部ス
ポーツ振興課長 倉本伸一 ▼文
化スポーツ部生涯学習課長・図書館
長・視聴覚ライブラリー館長 小原
純 ▼保健福祉部長寿介護課長・保
健福祉部新型コロナウイルス感染
症対策室主幹 重信憲男 ▼産業
部農林課長・農業委員会事務局長
小川正義 ▼産業部観光プロジェ
クト課主幹・産業部観光プロジェク
ト課観光プロジェクト係長 坂田
圭 ▼産業部観光プロジェクト課
主幹 小林利晴 ▼環境水道部下
水道課長・総社下水処理場長 木村

所属
氏 名

４月１日付で人事異動を発令。異動総数は 209 人
です。新型コロナウイルス感染症の対応について国
と密に連携するため、厚生労働省の上田真琴さんを
保健福祉部長に起用。教育部長には、文部科学省か
ら出向の加治佐一晃さんが着任しました。
３月 31 日付の退職者は 18 人。新たに 27 人を採
用し、国からの帰任者などを合わせて、職員総数は
578 人になりました。
問い合わせ 総務課職員係（☎ 0866－92－8220）

新 教育部長
文部科学省 加治佐一晃さん
文部科学省では、他省
庁との政策の調整や東日
本大震災で被災された人
や自治体に対する支援を
行っていました。
総社市では、全ての子
どもたちが笑顔で幸せに
暮らすことができるよう
がんばります。

新 保健福祉部長
厚生労働省 上田真琴さん
厚生労働省では、医療
や福祉分野を中心に制度
の企画立案や法令改正な
どの業務に携わっていま
した。
総社市では、誰にとっ
ても住みやすい町になる
よう尽力していきます。
よろしくお願いします。
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