
 

令和２年４月１日付 新任部長の略歴 
（年齢 R2.4.1現在 新所属の組織順で記載） 

 

戦略統括監(兼)秘書室長【配置換】 

國武 三歳（くにたけ みとし）５９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 

平成３１年 ４月  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 

  

＜抱負＞ 

中長期的かつ組織横断的な重要課題、特に地方創生や行財政改革の課題など腰を据えて戦

略的に取り組むべき課題を中心に、これまでの経験を生かし、また各部と協力してしっかり

取り組んでまいります。 

 

 

総合政策部長【配置換】 

黒岩 竹直（くろいわ たけなお）５４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 

平成３１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＞ 

  「新たな時代への飛躍」を見据えた新総合計画第４次基本計画及び第２期地方創生総合戦

略の着実な推進と共に、変化する社会経済情勢を的確に捉えた財政運営と市の魅力や強みを

実感できるような広報・情報発信に努めます。 

市長記者会見資料 

令和２年４月１日 



 

総合政策部理事(東部地域振興担当) (兼)田主丸総合支所長(兼)北野総合支所長 

【兼務】 

山本 修司（やまもと しゅうじ）５５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 

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

 

＜抱負＞ 

 地域の魅力や特長の掘起こしと磨き上げを行い、効果的に情報発信することで移住・定住

人口及び交流人口を増加させ、田主丸、北野をはじめとした東部地域の活性化を図っていき

ます。 

 

 

 

総合政策部理事(西部地域振興担当) (兼)城島総合支所長(兼)三潴総合支所長 

【兼務】 

松野 誠彦（まつの のぶひこ）５５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 

平成３１年 ４月  総合政策部理事（西部地域振興担当）（兼）三潴総合支所長 

 

＜抱負＞ 

 地域の皆様と一緒に、「快適に住み続けられる地域」、「田園環境と融合した住みよさがブラ

ンド化された地域」、「近隣自治体との連携等により交流が活性化した地域」の実現を目指し

て、西部地域の振興に取り組みます。 

 



 

 

総合政策部東京事務所長【昇任】 

田中 健二（たなか けんじ）５４歳 

 平成 ４年１０月  久留米市役所入所 

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  総合政策部総合政策課政策調整官 

(兼)創生戦略推進室政策調整官 

平成２９年 ４月  秘書室長 

 

 

＜抱負＞ 

新型コロナウイルスの感染拡大の状況に留意しながら、久留米市の財源確保や雇用創出に

向け、国会、中央官庁、東京本社企業等との関係強化や在京の久留米ゆかりの人的ネットワ

ークの強化に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

協働推進部長【配置換】 

宮原 義治（みやはら よしはる）５５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 

 平成３１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＞ 

市民一人ひとりの人権が尊重され、安全で安心な暮らしができるよう、市民の皆様をはじ

め様々な主体と協働し、心豊かで活力がある地域社会づくりに努めて参ります。 

 

 

 

 

 



 

 

市民文化部長【配置換】 

竹村 政高（たけむら まさたか）５６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 

 平成３１年 ４月  市民文化部文化芸術担当部長 

 

＜抱負＞ 

市民窓口サービスの向上や安定的な市税収入確保への取り組みを進めるとともに、人々の

心を潤し活力をもたらす文化・芸術・スポーツ・生涯学習の振興に努めてまいります。 

 

 

 

 

市民文化部久留米シティプラザ担当部長【昇任】 

田代 理香（たしろ りか）５１歳 

 平成 ４年 ４月  久留米市役所入所 

平成２８年 ４月  総合政策部広域行政推進課長 

平成３０年 ４月  市民文化部久留米シティプラザ担当次長 

(兼)久留米シティプラザ総務課長 

 

 

＜抱負＞ 

「文化芸術の力で人を元気にする。」「交流・賑わい・憩いの場を創出し、まちを元気にす

る。」という久留米シティプラザの役割を踏まえ、市内外の多くの人々に利用していただき、

市民に愛される施設運営に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 



 

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） 

【昇任】 

廣松 和美（ひろまつ かずみ）５３歳 

平成 ３年１０月  久留米市役所入所 

平成２３年 ４月  市民文化部文化振興課長 

平成２５年 ４月  市民文化部総合都市プラザ推進室 

運営担当課長 

平成２６年 ４月  市民文化部久留米シティプラザ推進室 

運営担当課長 

平成２７年 ７月  市民文化部久留米シティプラザ総務課長 

平成２９年 ４月  総務部人事厚生課長 

 

＜抱負＞ 

「久留米市の強みや久留米らしさを生かして交流人口を拡大し、観光により地域経済を活

性化していく」という大きなテーマの下、関係団体の皆様のご協力を得ながら、精一杯取り

組んでまいりたいと思います。 

 

 

 

 

都市建設部都市づくり推進担当部長【昇任】 

横溝 龍也（よこみぞ たつや）５６歳 

昭和５７年 ４月  久留米市役所入所 

平成２３年 ４月  都市建設部都市デザイン課主幹 

平成２４年 ４月  都市建設部都市デザイン課都市計画主幹 

平成２５年 ４月  総合政策部総合政策課政策調整官 

(兼)創生戦略推進室政策調整官 

平成２９年 ４月  都市建設部道路ネットワーク推進課長 

平成３１年 ４月  都市建設部次長 

 

 

＜抱負＞ 

県南の中核都市として、都市のポテンシャルを高める取り組みを関係機関や地域の皆様と

一緒になって取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 



 

教育部長【配置換】 

秦 美樹（はた みき）５４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 

 平成３１年 ４月  協働推進部長 

 

＜抱負＞ 

ふるさと久留米に誇りを持ち、元気と笑顔があふれる「くるめっ子」を、 地域の皆さんと

一緒に育てていけるよう環境整備を行ってまいりたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会事務局長【昇任】 

白石 浩之（しらいし ひろゆき）５５歳 

平成 ４年１０月  久留米市役所入所 

平成２４年 ４月  健康福祉部介護保険課長 

平成２９年 ４月  総務部行財政改革推進課長 

平成３１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＞ 

 市議会は、二元代表制の下、行政監視機能及び政策立案機能が求められており、市議会が

市民の皆さまと行政の架け橋となりますよう支援に努めてまいります。 

 

 

 


