人事異動 と 各課配置

令和４年度
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農政課 経営係 山田秀和 （税務課固定資産税係）
農政課 経営係 小山美伸 （福祉課福祉係）
農政課 整備係 山内琢磨 （建設課建設係）
建設課 建設係 上田佳範 （農政課経営係）
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ゆ う だ い

ふ じ も と

任期付

任期付

くらし安全推進室長 永井恒一

農政課 参事 渡邊哲司 ︻更新︼

建設課 参事 野付祐司 ︻更新︼

建設課 主幹 緒方和則 ︻更新︼

再
再
任任
用用

上益城広域連合︻派遣︼ 一圓秋男 ︻更新︼

健康推進課 参事 井上理惠 ︻更新︼

会計課 参事 山本洋子 ︻更新︼

社会教育課 参事 岡本幹春

※（ ）は前所属

学校教育課 給食センター所長 福島明広

町営住宅の管理業務などに
携 わ っ て い ま す。 入 居 者
の皆さんから住環境など
についてご相談いただく
ことも増えてきました。
お住まいの皆さんに寄り
添った仕事を心掛けてい
ます。先輩たちに負けな
いよう、笑顔を忘れずに
精一杯がんばります！

福祉課 参事 古閑裕子

社会教育課社会体育係

地域振興課 地域振興係長

福祉課 地域包括支援係長 岩永一寿 （福祉課参事）
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岩井直樹 （住民生活課子ども支援係）

農政課 整備係長 本田幸嗣（地域振興課地域振興係長）
農政課 農地係長 河原俊典 （学校教育課給食センター所長）

社会教育課 社会教育係

（町民センター 同和対策事務局）

建設課 建設係長 古田昭憲 （農政課農地係長）

総合運動公園の管理や利用受
付などを行っています。西
寒 野 区 出 身 な の で、 顔 見
知りの皆さんとやり取り
することも少なくありま
せん。学生時代は野球部
でしたので、運動公園で
のプレーを楽しみにして
いる子どもたちのために
もがんばりたいです！

西山怜児（ 学校教育課学校教育係）
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社会教育課 社会教育係

藤本 雄大

石橋拓也 （ 環境衛生課水道係）

向山 裕太

む こ や ま

社会教育課 社会教育係長 上髙原聡（社会教育課参事）

建設課住宅係

梅本裕也 （地域振興課商工観光係）

この春から広報紙の作成など
を担当します。このまち
の住民になって間もない
ですが、甲佐の素敵なと
ころをたくさん見つけ
て、 皆 さ ん に 紹 介 し た
い で す。 カ メ ラ 片 手 に
町内を走り回りますの
で、見掛けたときはお
声掛けください！

社会教育課 社会体育係
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中村 豪志

後期高齢者医療広域連合︻派遣︼

企画課企画政策係

総務課 財務係 𠮷田一真 （建設課住宅係）

新規採用職員紹介

４月１日（金）３人の新規採用職員が町職員に加わりました。
春の人事異動を経て新たな体制でスタートした本町の組織図と
各課の配置図をお知らせします。
令和４年度入庁
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甲佐町組織図

総務課
行政係
庶務係
財務係
消防係

企画課
企画政策係
行革電算係

地域振興課
地域振興係
商工観光係

☎０９６︲２３４︲１１４０
・職員人事、福利厚生、選挙、条例・規則
の制定改廃などに関すること
・文書の収発、情報公開、個人情報保護、
行政区などに関すること
・予算編成、財政運営、町有財産管理、工
事入札などに関すること
・消防に関すること

☎０９６︲２３４︲１１１５
・町振興計画、陳情請願、公共交通、情報
発信などに関すること
・行財政改革、電算システム、行政のデジ
タル化、統計などに関すること

☎０９６︲２３４︲１１５４
・企業誘致、定住、その他地域振興に関す
ること
・商工業・企業振興、観光、物産振興など
に関すること

☎０９６︲２３４︲１１６７

☎０９６︲２３４︲１１１４

・戸籍、住民基本台帳、国民年金、各種届
出および証明などに関すること
・国民健康保険、後期高齢者医療などに関
すること
・保育所、児童福祉、児童手当、子ども医
療などに関すること

☎０９６︲２３４︲１１１３

・町県民税、国民健康保険税、税証明など
に関すること
・固定資産税、地籍調査の情報管理などに
関すること
・町税、国民健康保険税および県民税の徴
収などに関すること

☎０９６︲２３４︲１１１２

・防災・防犯などに関すること

くらし安全推進室
くらし安全推進係

税務課
住民税係
固定資産税係
徴収係

住民生活課
住民係
保険係
子ども支援係

福祉課
福祉係

・民生・児童委員、生活保護、消費者行政、
障がい者の福祉などに関すること
・介護保険に関すること
の包括的支援、介護予防などに関すること

・ 国 民 健 康 保 険・ 介 護 保 険 な ど の 被 保 険 者

環境衛生課
環境衛生係
水道係

農政課
経営係
整備係
農地係

建設課
管理係
建設係
住宅係

会計課
会計係

健康推進課

☎０９６︲２３４︲１１６９
☎０９６︲２３４︲０７５５

・ごみ・し尿処理、産業廃棄物、公害の防
止、水質保全などに関すること
・上水道、簡易水道、水道給水施設などに
関すること

☎０９６︲２３４︲１１７６

・農業経営、農畜産物の生産振興、農 業振
興地域整備計画などに関すること
・農林業施設の整備・管理および災害復旧
などに関すること
・農業委員会、農業者年金、農業経営基盤
強化などに関すること

☎０９６︲２３４︲１１８３

・町道・町管理河川、法定外の道路・水路
の管理 などに関すること
・公共土木施設の工事・災害復旧工事、交
通安全施設工事などに関すること
・公営住宅の整備・管理、民間住宅などに
関すること

☎０９６︲２３４︲１１９５

・現金・有価証券・物品の出納および保管
などに関すること

☎０９６︲２３５︲８７１１

☎０９６︲２３４︲２４５９

・総合保健福祉センターの管理、健康診断、
保健指導、予防接種などに関すること

町民センター

☎０９６︲２３４︲１１９８

健康推進係

議会事務局

☎０９６︲２３４︲０１０２

・青少年教育、公民館など社会 教育施設の
管理運営、文化振興などに関すること
・体育振興、社会体育団体などの育成およ
び支援などに関すること

☎０９６︲２３４︲２４４７

・学校その他教育機関の設置・管理および
廃止などに関すること
・学校給食などに関すること
☎０９６︲２３４︲０２５５

学校教育課
学校教育係
学校給食センター

社会教育課
社会教育係
社会体育係
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介護保険係
地域包括支援係

教育委員会

人事異動 と 各課配置
令和４年度

各課配置

町では、子育て世帯を対象
にした支援や移住者向けの助
成金制度、店舗などを営む事
業者向けの支援策などさまざ
まな住民サービスを行ってい
ます。その多くが役場の窓口
での手続きが欠かせません。
ここでは、庁舎内のどの窓
口でどんな住民サービスを受
けられるのか改めてご紹介し
ます。来庁前に各種申請窓口
を確認しておきましょう。ス
ムーズに目的の窓口に到達で
きれば、混雑する庁舎内での
滞在時間が軽減され、新型コ
ロナウイルスの感染リスクを
避けることにもつながります。
来庁時はマスクの着用や庁
舎入口に設置した消毒液での
手指消毒にご協力ください。

01

甲佐町役場本庁舎

（豊内719番地４） ☎ 096-234-1111（代表）

住民票や戸籍、年金、健康保険といった私たちのくら
しに欠かせない手続きの窓口が設置されているのが町役
場本庁舎です。税金などの支払いが休日しかできない人
のための休日窓口も開設しています。町図書室は休日も
ご利用いただけます。

１階

ＷＣ

職員通用口

階段

２階
ＷＣ

階段

建 設 課

室
図 書

視聴覚室

研 修 室

ＷＣ

福 祉 課

階段

社会教育課

総 務 課
企
ＥＬＶ

画

課

地域振興課

階段

ギャラリーモール
税

会

務

計

課

課

住民生活課

学校教育課

北側玄関

くらし安全推進室

農 政 課

ＥＬＶ
ホ ー ル

議会棟へ

ＷＣ

南側玄関

■各種手続きの窓口
転入・転出などの手続き、婚姻・出生などの届け、戸籍・住民票・印鑑証明、
マイナンバーカード・パスポートなどの発行、国民年金の相談など
児童手当、子ども医療、児童扶養手当、ひとり親医療、保育園入所など

住民生活課

国民健康保険、後期高齢者医療保険など
税の申告、所得証明、課税証明、固定資産証明、納税相談など

税務課

町税や介護保険料、保育園・水道・町営住宅・町有施設の利用料などの納付

会計課

介護保険や高齢者支援、生活保護、障害者手帳、消費者トラブルの相談など

福祉課

有害鳥獣被害や農地の貸し借り、農道・林道に関する相談など

農政課

町営住宅の入居手続きや町道に関する相談など

建設課

総合運動公園や川平キャンプ場の利用申請、町図書室や公民館活動の相談など

社会教育課

津志田河川自然公園の利用申請、空き家バンクや定住助成金の手続きなど

地域振興課

町営バスの利用に関する相談など

企画課

１階

２階
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甲佐町総合保健福祉センター「鮎緑」
☎ 096-235-8711

（豊内619番地）

新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場にもなっているのが町総合保
健福祉センターです。鮎緑（あゆみ）の愛称をもつこの施設では、保健師や
管理栄養士が皆さんの健康に関する業務を行っています。
施設内のフィットネスセンターでは、ランニングマシンなどの機材を利用
することができます。詳しくは、☎ 096-235-8712 までお尋ねください。
母子手帳、健康診断、予防接種など

03

甲佐町水道管理センター

（有安701番地）

健康推進課

☎ 096-234-0755

甲佐町水道管理センターでは、上水道の給水に関する業務や水道設備管理
だけでなく、ごみ・し尿処理や水質保全などの環境衛生に関する業務も行っ
ています。
上水道の給水申し込みや水道料金の納付、飼い犬の登録、狂犬病予防注射
の手続き、グリーンカーテンコンテストの応募などはこちらが窓口です。
上水道の給水手続き、ごみの分別・リサイクル、合併浄化槽の導入補助など

04

甲佐町町民センター

環境衛生課

☎ 096-234-2459

（糸田９番地の１）

甲佐町町民センターは、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点として人
権学習や啓発の場として活用されています。また、敷地内にある甲佐町中早
川児童館は、町内の子どもたちに解放しており、子どもからお年寄りまでさ
まざまな年代が交流できる施設です。町民の皆さんも利用できる会議室や研
修室などを貸し出していますので、ぜひご利用ください。
町民センターや中早川児童館等の利用申請など

町民センター

龍野小学校
152

甲佐中学校

04. 町民センター

01. 役場本庁舎

152

県立甲佐高校

443

152

443

02. 総合保健福祉
センター「鮎緑」

03. 水道管理センター
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熊本甲佐
総合運動公園

