
 

 

 

令和４年４月１日付 新任部長の略歴 
（年齢 R4.3.31現在 新所属の組織順で記載） 

 

戦略統括監【配置換】 

石原 純治（いしはら じゅんじ）５９歳 

昭和６２年 ４月  久留米市役所入所 

平成２１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２３年 ４月  協働推進部地域コミュニティ課長 

平成２４年 ４月  総合政策部財政課長 

平成２７年 ４月  都市建設部次長 

平成２９年 ４月  契約監理担当部長 

令和 ３年 ４月  上下水道部長 

 

＜抱負＞ 

新型コロナ対策や流域治水など、中長期的かつ組織横断的な重要事項に対応するため、各部の連

携協力と情報共有化に取り組んでまいります。 

 

 

総合政策部長【配置換】 

松野 誠彦（まつの のぶひこ）５７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２６年 ４月  商工観光労働部次長 

平成２９年 ４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（兼）三潴総合支所長 

令和 ２年 ４月  総合政策部理事（兼）三潴総合支所長 

（兼）城島総合支所長 

 

＜抱負＞ 

「安心・安全で活力にあふれた、誰もが活き活き生活・活躍できる共生のまち」の実現に向けて、

激変する社会情勢に敏感かつ柔軟に反応し、政策の総合調整や的確な財政運営、市の元気が感じら

れる広報・情報発信に努めてまいります。 

 

 

 

 

 



総合政策部理事（兼）都市建設部都市づくり推進担当部長【兼務】 

横溝 龍也（よこみぞ たつや）５８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 

 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  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 

 令和 ２年 ４月  都市建設部都市づくり推進担当部長 

 

＜抱負＞ 

将来に向けた持続可能な都市づくり、頻発する豪雨災害を踏まえた災害に強い都市の形成に向け

て、スピード感を持って、関係機関や地域の皆様と一緒に取り組んでまいります。 

 

 

総合政策部理事（兼）田主丸総合支所長【昇任】 

名嶋 治（なじま おさむ）５７歳 

昭和６２年 ４月  久留米市役所入所 

平成２３年 ４月  都市建設部防災対策課長 

平成２６年 ４月  総合政策部くるめの魅力向上推進室長 

平成２８年 ４月  健康福祉部付課長 

（福）久留米市社会福祉協議会事務局長 

平成３０年 ４月  教育部次長 

令和 ２年 ４月  上下水道部次長 

＜抱負＞ 

市役所の最前線として、総合支所の組織力強化と職員の能力向上等に取組み、地域振興など様々

な課題に迅速かつ適切に対応してまいります。 

 

 

総合政策部理事（兼）北野総合支所長【昇任】 

柳田 幸晴（やなぎだ ゆきはる）５５歳 

平成 ４年１０月  久留米市役所入所 

平成２７年 ４月  総務部人材育成課主幹 

平成３０年 ４月  都市建設部道路整備課街路主幹 

令和 ２年 ４月  北野総合支所次長（兼）地域振興課長 

［併］選挙管理委員会事務局北野事務所長 

＜抱負＞ 

入所以来 30 年、主に建設系部門の業務に長く携わってきました。その中で培った知識や経験を

もとに、北野地域における浸水対策などの事業推進や、魅力的な資源を活かした地域活性化に精一

杯努めてまいります。 

 

 

 



総合政策部理事（兼）城島総合支所長【昇任】 

中尾 正利（なかお まさとし）５６歳 

平成 元年 ４月  久留米市役所入所 

平成２４年 ４月  農政部生産流通課主幹 

平成２８年 ４月  農政部農政課長 

平成３０年 ４月  上下水道部次長 

令和 ２年 ４月  都市建設部次長 

 

＜抱負＞ 

地域の資源や魅力を最大限に活かしたまちづくり、近年の豪雨災害をふまえた浸水対策など、地

域の活性化、定住・交流人口の増加に向けた取り組みを精一杯進めてまいります。 

 

 

総合政策部理事（兼）三潴総合支所長【配置換】 

廣松 和美（ひろまつ かずみ）５５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 

令和 ２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常務理事） 

令和 ３年 ４月  商工観光労働部長 

 

＜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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協働推進部長【配置換】 

黒岩 竹直（くろいわ たけなお）５６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 

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 

国際交流協会常務理事） 

（兼）観光コンベンション国際交流担当部長 

 令和 ２年 ４月  総合政策部長 

 

＜抱負＞ 

人口減少・少子高齢化の進展や新生活様式への移行などに起因し、日常の課題は複雑・多様化し

ており、行政だけでの対応は困難な時代になっています。市民の皆さんと色々な形での協働を一層

進め、「久留米で暮らして良かった」と感じてもらえるよう努力してまいります。 

 

 

健康福祉部長【配置換】 

宮原 義治（みやはら よしはる）５７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  市民文化部総合久留米シティプラザ推進室長 

 平成２７年 ７月  市民文化部総合久留米シティプラザ副館長 

 平成２９年 ４月  市民文化部総合久留米シティプラザ副館長 

（兼）総務課長 

 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 

 令和 ２年 ４月  協働推進部長 

 

＜抱負＞ 

市民の皆様が自分らしく健康で生きがいを持ち、また、住み慣れた地域で相互に支え合いながら

暮らしていけるように、関係機関と連携し健康福祉行政の推進に努めてまります。 

 

 

 

 

 

 

 



健康福祉部保健所担当部長【昇任】 

原武 泰将（はらたけ やすまさ）５４歳 

 平成 ２年 ４月  久留米市役所入所 

平成２４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２８年 ４月  東京事務所長 

 平成３０年 ４月  環境部次長 

 令和 ２年 ４月  総務部人事厚生課長 

 

＜抱負＞ 

市民の皆様が健康で安心して暮らしていけるように、新型コロナウイルス感染症対策や、健康危

機管理の拠点としての保健所の機能強化に取り組んでまいります。 

 

 

農政部長【配置換】 

半田 祐介（はんだ ゆうすけ）５７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２８年 ４月  農政部次長 

平成３１年 ４月  農政部付部長（（一財）久留米市みどりの里 

づくり推進機構専務理事） 

 

＜抱負＞ 

農林水産業が直面する課題の解決に向けて、生産現場に足を運び対話を重ね、農政部職員の英知

と行動力を結集し一丸となって、「農業都市・久留米」の魅力の発信と、久留米市の農林水産業の

振興と発展のために尽力してまいります。 

 

 

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】 

竹村 美穂（たけむら みほ）５７歳 

 昭和６０年 ４月 久留米市役所入所 

 平成２６年 ４月 協働推進部男女平等推進センター所長 

 平成２８年 ４月 協働推進部男女平等政策課長 

 平成３１年 ４月 協働推進部男女平等推進担当次長 

（兼）男女平等政策課長 

 

＜抱負＞ 

 久留米市の誇る雄大な自然や農業・農産物などの情報発信を進め、久留米市の魅力ある農業の振

興に努めてまいります。 

 

 

 

 



商工観光労働部長【配置換】 

山本 修司（やまもと しゅうじ）５７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２５年 ４月  環境部環境政策課長 

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常務理事） 

（兼）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（兼）田主丸総合支所長 

令和 ２年 ４月  総合政策部理事（兼）田主丸総合支所長（兼）北野総合支所長 

 

＜抱負＞ 

ウィズコロナにおける地元の商工業の振興と交流人口拡大へのテコ入れを行い、地域経済の活性

化、雇用の拡大に尽力します。 

 

 

都市建設部長【国土交通省から採用】 

坂本 淳一（さかもと じゅんいち）５４歳 

平成 ２年 ４月  国土交通省九州地方建設局入省 

平成２０年 ４月  鳥栖市建設部都市整備課参事 

（兼）道路・交通政策室長 

平成２１年 ４月  鳥栖市建設部都市整備課長 

平成２３年 ４月  九州地方整備局国土交通技官 

（福岡国道事務所建設監督官） 

平成２６年 ４月  九州地方整備局熊本河川国道事務所建設専門官 

平成２８年 ４月  九州地方整備局長崎河川国道事務所交通対策課長 

平成３０年 ４月  九州地方整備局企画部広域計画課長補佐 

令和 ２年 ４月  九州地方整備局鹿児島国道事務所副所長 

 

＜抱負＞ 

久留米市が将来にわたって、住みやすく、活き活きと生活できる地域であり続けるために、安心・

安全のまちづくり、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

上下水道部長【配置換】 

住吉 敏幸（すみよし としゆき）５８歳 

昭和５７年 ４月  久留米市役所入所 

平成２３年 ４月  上下水道部下水道建設課建設主幹 

平成２５年 ４月  上下水道部下水道建設課長 

平成２６年 ４月  上下水道部下水道整備課長 

平成３１年 ４月  上下水道部技術担当次長 

令和 ３年 ４月  総務部防災対策調整監 

 

＜抱負＞ 

人口減少社会の中、上下水道事業を取り巻く環境は非常に厳しい状況にあります。２５年間の下

水道や企業局総務部門の経験を活かしながら、しっかりと安全・安心の事業運営に努めてまいりま

す。また、上下水道事業を市民の方々に知ってもらえるよう、広報の充実にも努めていきます。 

 


