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平成３１年４月１日付 昇任及び配置換等部長紹介 
(年齢 H31.4.1現在 新所属の組織順で記載) 

 

 

 

総合政策部長(兼)シティプロモーション担当部長(兼)広報担当部長【兼務】 

國武 三歳（くにたけ みとし）５８歳 

 

昭和５８年 ４月  久留米市役所入所 

平成１４年 ４月  教育文化部学校教育課長 

平成１６年 ４月  総合政策部総合政策課政策企画主幹(兼) 

水問題対策主幹 

平成１７年 ４月  企画財政部企画調整課政策企画主幹(兼) 

水問題対策主幹 

平成１９年 ４月  健康福祉部保険年金課長 

平成２０年 ４月  健康福祉部健康保険課長 

平成２１年 ４月  健康福祉部次長 

平成２２年 ４月  健康福祉部付部長(福岡県後期高齢者医療広域連合事務局長) 

平成２４年 ４月  健康福祉部付部長((福)久留米市社会福祉協議会常務理事) 

平成２６年 ４月  健康福祉部長 

平成２７年 ４月  総合政策部長 

＜抱負＞ 

新総合計画第３次基本計画及び地方創生総合戦略の最終年度に当たり、目標達成に向け

て施策・事業の推進を図るとともに、次期計画等の策定に取り組みます。併せて市の魅力

情報や広報発信力の強化に努めます。 

 

市長記者会見資料 

平成 31 年 4 月１日 
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総合政策部理事(東部地域振興担当)(兼)田主丸総合支所長【配置換】 

山本 修司（やまもと しゅうじ）５４歳 

 

昭和６３年 ４月  久留米市役所入所 

平成２１年 ４月  総務部生活安全推進室長 

平成２２年 ４月  総務部財産管理課長 

平成２４年 ４月  環境部環境政策推進課長 

平成２６年 ４月  秘書室長 

平成２８年 ４月  総務部人事厚生課長 

平成２９年 ４月  商工観光労働部付部長((公財)久留米 

観光コンベンション国際交流協会派遣)[併]観光コンベンション 

国際交流担当部長 

＜抱負＞ 

田主丸をはじめとする東部地域の豊かな自然と地域資源を生かし、地域の皆様とともに

活力あるまちづくりに取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

総合政策部理事(西部地域振興担当)(兼)三潴総合支所長【配置換】 

松野 誠彦（まつの のぶひこ）５４歳 

  

昭和６３年 ４月  久留米市役所入所 

平成２１年 ４月  商工労働部企業誘致推進課長 

平成２３年 ４月  商工観光労働部企業誘致推進課長 

平成２６年 ４月  商工観光労働部次長 

平成２９年 １月  商工観光労働部長 

平成３０年 ４月  市民文化部長(兼)久留米シティプラザ 

統括部長 

＜抱負＞ 

まずは地域の実情をしっかりと把握し、職員はもとより地域の皆様と一緒に住みやすい、

活力あるまちづくりに取り組んでまいります。 
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総務部長【配置換】 

楢原 孝二（ならはら こうじ）５７歳 

 

昭和６０年 ４月  久留米市役所入所 

平成１９年 ４月  健康福祉部健康医療課健康推進主幹 

平成２０年 ４月  健康福祉部保健所健康推進課長 

平成２３年 ４月  総務部人事厚生課長 

平成２８年 ４月  協働推進部人権担当部長 

＜抱負＞ 

様々な行政課題に柔軟かつ迅速に対応するため、職員間のコミュニケーションを大切に

しながら、組織力の強化や職員の人材育成、働き方改革等に取り組み、「住みやすさ日本一」

の久留米をめざしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

総務部ｅ－市役所推進担当部長【昇任】 

大野 誠（おおの まこと）５８歳 

  

昭和５９年 ４月  久留米市役所入所 

平成２２年 ４月  城島総合支所環境課長[併]上下水道部 

城島事務所長 

平成２３年 ４月  健康福祉部生活支援第２課長 

平成２５年 ４月  健康福祉部生活支援第１課長 

平成２６年 ４月  協働推進部地域コミュニティ課長 

平成２８年 ４月  議会事務局次長(兼)総務課長 

＜抱負＞ 

市役所の事務を電子的に行うことに止まらず、「久留米市のまちづくりや行政のあり方」

を描いて、それをＩＣＴの活用により実現し、豊かな市民生活につなげていきます。 
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総務部防災対策担当部長【昇任】 

渋田 克也（しぶた かつや）５５歳 

 

昭和６１年 ４月  久留米市役所入所 

平成２３年 ４月  総務部人材育成課主幹 

平成２７年 ４月  都市建設部都市計画課国県道整備対策 

主幹 

平成２８年 ４月  都市建設部公園緑化推進課長 

平成２９年 ４月  都市建設部防災対策担当次長 

＜抱負＞ 

昨年の豪雨災害により市民の皆様の防災への意識が高まる中、災害対応の組織体制を強

化し、これまで以上に防災・減災に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

協働推進部長【配置換】 

秦 美樹（はた みき）５３歳 

 

平成 ３年１０月  久留米市役所入所 

平成２２年 ４月  企画財政部企画調整課政策企画主幹 

平成２３年 ４月  総合政策部総合政策課政策調整官 

平成２７年 ４月  協働推進部次長 

平成２９年 ４月  協働推進部男女平等推進担当部長 

＜抱負＞ 

市民一人ひとりの人権が尊重され、安全で安心な社会生活が保たれるよう、協働による

まちづくりを進め、将来を見据えた地域共生社会を目指してまいります。 
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協働推進部人権担当部長(兼)男女平等推進担当部長【昇任】 

重石 悟（しげいし さとる）５４歳 

 

昭和６２年 ４月  久留米市役所入所 

平成２４年 ４月  教育部学務課長 

平成２５年 ４月  教育部学校教育課学務主幹 

平成２６年 ４月  子ども未来部家庭子ども相談課長 

平成２８年 ４月  総合政策部行財政改革推進課長 

平成２９年 ４月  総合政策部総合政策課長(兼)創生戦略 

推進室長 

＜抱負＞ 

差別のない、人権が尊重されるまちづくりに努めます。また、女性活躍、男女共同参画

社会の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

会計管理者【配置換】 

井上 益規（いのうえ ますき）５８歳 

 

昭和５９年 ４月  久留米市役所入所 

平成２１年 ４月  健康福祉部保健所健康推進課健康推進 

主幹 

平成２３年 ４月  健康福祉部保健所健康推進課長 

平成２５年 ４月  健康福祉部次長 

平成２９年 ４月  田主丸総合支所長 

＜抱負＞ 

久留米市全体の会計事務を担うこととなり、身の引き締まる思いです。会計事務の適正

かつ効率的な執行に努めてまいります。 
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市民文化部長(兼)久留米シティプラザ統括部長【配置換】 

宮原 義治（みやはら よしはる）５４歳 

  

昭和６３年 ４月  久留米市役所入所 

平成２１年 ４月  教育部学校保健課長 

 平成２３年 ４月  商工観光労働部商工政策課長 

 平成２５年 ４月  市民文化部総合都市プラザ推進室長 

 平成２６年 ４月  市民文化部久留米シティプラザ推進室長 

 平成２７年 ７月  市民文化部久留米シティプラザ副館長 

 平成３０年 ４月  市民文化部文化芸術担当部長 

＜抱負＞ 

市税収入の確保と市民窓口サービスの向上の取り組みを進めるとともに、市民生活に潤

いや活力をもたらす文化・スポーツ・生涯学習の振興に努めてまいります。 

 

 

 

 

市民文化部文化芸術担当部長【昇任】 

竹村 政高（たけむら まさたか）５５歳 

  

昭和５７年 ５月  久留米市役所入所 

平成２２年 ４月  企画財政部広域行政推進課付課長(久留米

広域市町村圏事務組合事務局長) 

 平成２３年 ４月  総合政策部付課長(久留米広域市町村圏 

事務組合事務局長) 

 平成２４年 ４月  協働推進部地域コミュニティ課長 

 平成２６年 ４月  市民文化部次長 

 平成２９年 ４月  総務部次長(兼)総務課長 

＜抱負＞ 

文化芸術が持つ魅力を市民の皆さんに発信するとともに、市民の皆さんとともに久留米

シティプラザや久留米市美術館など様々な文化資源を活用しながら、久留米市の文化芸術

の振興に努めてまいります。 
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子ども未来部長【配置換】 

大久保 隆（おおくぼ たかし）５６歳 

 

昭和６０年 ４月  久留米市役所入所 

平成２１年 ４月  財団法人久留米市総合管理公社事務局長 

平成２３年 ４月  教育部学校教育課長 

平成２７年 ４月  教育部次長 

平成３０年 ４月  教育部長 

＜抱負＞ 

すべての子どもの幸せを第一に考え、市民、地域、関係団体の皆様と力を合わせて「子

どもの笑顔があふれるまちづくり」に取り組みます。 

 

 

 

 

環境部長【配置換】 

甲斐田 忠之（かいだ ただゆき）５６歳 

 

昭和６０年 ４月  久留米市役所入所 

平成１９年 ４月  企画財政部企画調整課政策企画主幹 

平成２１年 ４月  企画財政部企画調整課長 

平成２３年 ４月  総合政策部総合政策課長 

平成２７年 ４月  総合政策部総合政策課長(兼)創生戦略 

推進室長 

平成２８年 ４月  市民文化部文化芸術担当部長(兼)久留米 

シティプラザ統括部長 

平成３０年 ４月  子ども未来部長 

＜抱負＞ 

世界的課題である地球温暖化やエネルギー問題を念頭に置きながら、安心で心豊かな市

民生活に資するよう、快適な暮らしを維持し、自然を感じることができる活力ある地域づ

くりに努めてまいります。 
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農政部付部長((一財)久留米市みどりの里づくり推進機構派遣)【昇任】 

半田 祐介（はんだ ゆうすけ）５４歳 

  

昭和６３年 ４月  久留米市役所入所 

平成２２年 ４月  農政部農政課長(兼)担い手育成推進室長 

平成２３年 ４月  農政部農政課長 

平成２８年 ４月  農政部次長 

 

＜抱負＞ 

農業都市久留米の地域資源を活かし、市民、地域、関係団体の皆様との連携を図りなが

ら、市の基幹産業である農業の振興と、地域の活性化のために尽力してまいります。 

 

 

 

 

 

商工観光労働部長【配置換】 

吉田 秀一（よしだ しゅういち）５４歳 

 

平成 元年 ４月  久留米市役所入所 

平成２１年 ４月  企画財政部企画調整課政策企画主幹(兼) 

地域ブランド推進主幹 

平成２２年 ４月  企画財政部新幹線活用事業推進室長 

平成２５年 ４月  総合政策部行財政改革推進課長 

平成２８年 ４月  総合政策部総合政策課長(兼)創生戦略推進 

室長 

平成２９年 ４月  総合政策部広域行政・シティプロモーション担当部長 

＜抱負＞ 

地域経済の持続的な発展に向けて、関係の皆様と連携し、雇用の創出や企業支援、観光

振興、労働行政への課題などにしっかりと取り組んでまいります。 
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商工観光労働部付部長((公財)久留米観光コンベンション国際交流協会 

派遣)[併]観光コンベンション国際交流担当部長【昇任】 

黒岩 竹直（くろいわ たけなお）５３歳 

 

平成元年  ４月  久留米市役所入所 

平成２２年 ４月  総務部生活安全推進室長 

平成２３年 ４月  協働推進部安全安心推進課長 

平成２６年 ４月  協働推進部協働推進課長 

平成２７年 ４月  総合政策部財政課長 

＜抱負＞ 

 自然の豊かさ・美味なる食・魅力的な芸術文化・多様な地域資源等々、久留米を訪れ

る方のみならず、久留米にお住まいの多くの方々に身近にあるものの素晴らしさを改め

て実感いただけるよう、気負わず、止まらず、最善を尽くしたいと思います。 

 

 

 

 

 

都市建設部長【国土交通省から採用】 

長友 浩信（ながとも ひろのぶ）５２歳 

 

平成 元年 ４月  国土交通省九州地方建設局入省 

平成１９年 ４月  久留米市都市建設部都市計画課都市計画主幹 

平成２２年 ４月  九州地方整備局国土交通技官(福岡国道事務所瀬高維持出張所長) 

平成２５年 ４月  九州地方整備局佐伯河川国道事務所工務課長 

平成２８年 ４月  九州地方整備局道路部道路管理課長補佐 

＜抱負＞ 

長期的な視点に立ち、「住みやすさ日本一」の久留米を目指して、持続可能なネットワー

ク型のコンパクトな都市づくりに取り組んでまいります。 

 



10 

 

 

 

都市建設部都市づくり推進担当部長【昇任】 

大石 哲郎（おおいし てつろう）５９歳 

 

昭和５３年 ４月  久留米市役所入所 

平成２３年 ４月  都市建設部河川課治水対策主幹 

平成２７年 ４月  都市建設部道路整備課長 

平成２９年 ４月  都市建設部技術担当次長 

＜抱負＞ 

人口減少や超高齢社会が進展する中、関係機関や地域の皆様と連携し、県南の中核都市

として持続可能な都市づくりに取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

上下水道部長【配置換】 

井上 秀敏（いのうえ ひでとし）５８歳 

 

昭和６０年 ４月  久留米市役所入所 

平成１９年 ４月  久留米市消防本部総務課長 

平成２１年  ４月    企画財政部広域行政推進課付課長 

(久留米広域市町村圏事務組合事務局長) 

平成２２年 ４月  農政部次長 

平成２４年 ４月  健康福祉部付部長(福岡県後期高齢者医療 

広域連合事務局長) 

平成２６年 ４月  総合政策部広域行政推進担当部長 

平成２９年 ４月  久留米広域消防本部消防長 

＜抱負＞ 

ライフラインにおける上下水道の重要性を再認識し、安定供給、安定処理に努め、併せ

て安全性を追求した業務運営に努めます。また、独立会計であることを踏まえ経営者的視

点に立つとともに、一方では市民に寄り添った業務運営に努めて参ります。 
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教育部長【配置換】 

井上 謙介（いのうえ けんすけ）５８歳 

 

昭和６０年 ４月  久留米市役所入所 

平成２０年 ４月  市民部市民活動振興室コミュニティ推進 

主幹 

平成２１年 ４月  市民部市民活動振興室長 

平成２３年 ４月  都市建設部次長 

平成２７年 ４月  契約監理担当部長 

平成２９年 ４月  協働推進部長 

＜抱負＞ 

 久留米の子どもたちが、元気で明るく、地域に見守られながら力強く育っていけるよう

な環境整備に努めてまいります。 

 


