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行政・議会
岡垣町行政組織図

[ 企画Ｇ ]
企画政策室 企画政策係

人事秘書係

広報情報課 情報政策係
広報広聴係

[総務Ｇ ]
町長部局 町長 副町長 総務課 庶務・文書法制係

財政係
契約用地管財係
岡垣町土地開発公社

地域づくり課 安全安心係
コミュニティ係

税務課 住民税係
資産税係
収納係

[住民生活Ｇ ]
住民環境課 住民生活係

環境政策係
東部出張所

福祉課 地域福祉係
障害者支援係
人権・男女共同参画係

長寿あんしん課 長寿支援係
地域包括支援係

健康づくり課 健康増進係
医療年金係

こども未来課 こども未来係
中部保育所

子育てあんしん課 母子保健係
家庭支援係
未来館係

[地域整備Ｇ ]
都市建設課 施設整備係

都市計画係
建築住宅係

産業振興課 企業誘致・商工観光係
農林水産振興係
農林水産工務係

[総務Ｇ ]
会計管理者 会計課 会計係

[地域整備Ｇ ]
公営企業 町長 上下水道課 業務係

上水道工務係
下水道工務係

[教育Ｇ ]
教育委員会 教育長 教育総務課 教育総務係

学校給食係

生涯学習課 社会教育係
公民館係

議会 議長 議会事務局 議会事務局係

選挙管理委員会 住民環境課
各種行政委員会 監査委員 総務課

農業委員会 産業振興課
固定資産評価審査委員会 総務課

令和２年４月１日現在
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行政・議会
歴代 氏名 就任年月日 退任年月日
初代 俵口　静江 昭和 37.10.1 昭和 40.8.5
２代 辻　守荘 昭和 40.8.6 昭和 44.8.5
３代 深田　順一 昭和 44.8.6 昭和 48.3.8
４代 辻　守荘 昭和 48.4.8 昭和 52.4.7
５代 辻　守荘 昭和 52.4.8 昭和 56.4.7
６代 辻　守荘 昭和 56.4.8 昭和 60.4.7
７代 辻　守荘 昭和 60.4.8 平成元 .4.7
８代 刀根　功 平成元 .4.8 平成 5.4.7
９代 刀根　功 平成 5.4.8 平成 9.4.7
10 代 刀根　功 平成 9.4.8 平成 12.12.5
11 代 樋髙　龍治 平成 13.1.22 平成 17.1.20
12 代 樋髙　龍治 平成 17.1.21 平成 21.1.20
13 代 宮内　實生 平成 21.1.21 平成 25.1.20
14 代 宮内　實生 平成 25.1.21 平成 29.1.20
15 代 宮内　實生 平成 29.1.21 在任中

歴代町長
令和２年３月 31日現在

歴代 氏名 就任年月日 退任年月日
初代 広渡　松雄 昭和 37.10.1 昭和 38.4.30
２代 平井　政秀 昭和 38.5.4 昭和 40.4.27
３代 田原　繁城 昭和 40.4.27 昭和 42.4.30
４代 太田　金平 昭和 42.5.10 昭和 44.4.22
５代 木原　善次 昭和 44.4.22 昭和 46.4.30
６代 木原　善次 昭和 46.5.7 昭和 48.5.12
７代 川原　清彦 昭和 48.5.12 昭和 50.4.30
８代 広渡　孝之 昭和 50.5.9 昭和 52.5.25
９代 石田　肇 昭和 52.5.27 昭和 54.4.30
10 代 広渡　孝之 昭和 54.5.8 昭和 56.5.13
11 代 曽宮　角助 昭和 56.5.13 昭和 58.4.30
12 代 田原　利晴 昭和 58.5.10 昭和 60.5.7
13 代 田原　利晴 昭和 60.5.7 昭和 62.4.30
14 代 刀根　功 昭和 62.5.12 平成元 .3.24
15 代 曽宮　角助 平成元 .5.12 平成 3.4.30
16 代 長谷川　勝 平成 3.5.7 平成 7.4.30
17 代 竹井　和明 平成 7.5.10 平成 9.5.15
18 代 松本　國夫 平成 9.5.15 平成 11.4.30
19 代 松本　國夫 平成11.5.10 平成 13.5.7
20 代 大森　忠勝 平成13.5.7 平成 15.4.30
21 代 木原　信次 平成15.5.8 平成 17.4.26
22 代 山田　隆一 平成17.4.26 平成 19.4.30
23 代 太田　強 平成19.5.8 平成 21.5.8
24 代 曽宮　良壽 平成 21.5.8 平成 23.4.30
25 代 曽宮　良壽 平成 23.5.9 平成 25.5.1
26 代 市津　広海 平成 25.5.1 平成 27.4.30
27 代 横山　貴子 平成 27.5.12 平成 29.5.1
28 代 太田　強 平成 29.5.1 平成 31.4.30
29 代 森山　浩二 令和元 .5.8 在任中

歴代議長
令和２年３月 31日現在

歴代 氏名 就任年月日 退任年月日
初代 田原　繁城 昭和 37.10.1 昭和 38.4.30
２代 田原　繁城 昭和 38.5.4 昭和 40.4.27
３代 平井　政秀 昭和 40.4.27 昭和 42.4.30
４代 木原　善次 昭和 42.5.10 昭和 44.4.22
５代 太田　金平 昭和 44.4.22 昭和 46.4.30
６代 宗岡　輝雄 昭和 46.5.7 昭和 48.5.12
７代 石田　博愛 昭和 48.5.12 昭和 50.4.30
８代 田原　利晴 昭和 50.5.9 昭和 52.5.25
９代 村上　武 昭和 52.5.27 昭和 54.4.30
10 代 曽宮　角助 昭和 54.5.8 昭和 56.5.13
11 代 平井　政秀 昭和 56.5.13 昭和 58.4.30
12 代 刀根　功 昭和 58.5.10 昭和 60.5.7
13 代 刀根　功 昭和 60.5.7 昭和 62.4.30
14 代 勢屋　康一 昭和 62.5.12 平成元 .5.11
15 代 石田　肇 平成元 .5.12 平成 3.4.30
16 代 古家崎　康彦 平成 3.5.7 平成 7.4.30
17 代 勢屋　康一 平成 7.5.10 平成 9.5.15
18 代 大森　忠勝 平成 7.5.15 平成11.4.30
19 代 木原　信次 平成11.5.10 平成13.5.7
20 代 下川路　勲 平成13.5.7 平成15.4.30
21 代 竹内　和男 平成15.5.8 平成17.4.26
22 代 矢島　惠子 平成17.4.26 平成19.4.30
23 代 石井　要祐 平成19.5.8 平成 21.5.8
24 代 市津　広海 平成 21.5.8 平成 23.4.30
25 代 横山　貴子 平成 23.5.9 平成 25.5.1
26 代 横山　貴子 平成 25.5.1 平成 27.4.30
27 代 小野　元次 平成 27.5.12 平成 29.5.1
28 代 神崎　宣昭 平成 29.5.1 平成 31.4.30
29 代 木原　大輔 令和元 .5.8 在任中

歴代副議長
令和２年３月 31日現在

歴代 氏名 就任年月日 退任年月日
初代 中西　伍郎 昭和 37.10.1 昭和 37.11.30
２代 野田　武 昭和 38.1.14 昭和 42.1.13
３代 野田　武 昭和 42.1.14 昭和 42.11.22
４代 大庭　勇 昭和 45.3.13 昭和 47.10.14
５代 木原　栄一 昭和 48.5.16 昭和 49.5.26
６代 小早川　隆 昭和 49.6.10 昭和 53.6.9
７代 小早川　隆 昭和 53.6.10 昭和 57.6.9
８代 小早川　隆士 昭和 57.6.10 昭和 61.6.9
９代 小早川　隆士 昭和 61.6.14 昭和 63.9.30
10 代 鈴木　平 昭和 63.10.1 平成 4.9.30
11 代 早川　達生 平成 4.10.20 平成 8.10.19
12 代 早川　達生 平成 8.10.20 平成 12.10.19
13 代 早川　達生 平成 12.10.20 平成 13.2.15
14 代 広渡　輝男 平成 13.5.30 平成 17.5.29
15 代 広渡　輝男 平成 17.5.30 平成 20.11.7
16 代 山田　敬二 平成 21.3.2 平成 25.3.1
17 代 山田　敬二 平成 25.3.2 平成 29.3.1
18 代 門司　晋 平成 29.3.2 在任中

歴代助役・副町長
令和２年３月 31日現在

※平成 17年４月１日～平成 19年３月 31日　助役が収入役の事務を兼掌
※平成 19年４月１日から　会計管理者制度へ移行

歴代 氏名 就任年月日 退任年月日
初代 野田　武 昭和 37.10.1 昭和 38.1.14
２代 野中　正利 昭和 38.1.24 昭和 42.1.23
３代 野中　正利 昭和 42.1.24 昭和 46.1.23
４代 中村　一美 昭和 46.1.24 昭和 50.1.23
５代 中村　一美 昭和 50.1.24 昭和 54.1.23
６代 中村　一美 昭和 54.1.24 昭和 58.1.23
７代 鈴木　平 昭和 58.1.24 昭和 62.1.23
８代 鈴木　平 昭和 62.1.24 昭和 63.9.30
９代 須崎　義弘 昭和 63.10.1 平成 4.9.30
10 代 吉田　利種 平成 4.10.20 平成 8.10.19
11 代 宗岡　隆 平成 8.10.21 平成 12.7.21
12 代 柴崎　國雄 平成12.10.20 平成 16.10.19

歴代収入役
令和２年３月 31日現在
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役職 氏名
委員長 広渡　輝男 委員長 三浦　進 委員長 平山　正法
副委員長 川地　啓輔 副委員長 平山　正法 副委員長 太田　清人
委員 木原　大輔 委員 市津　広海 委員 木原　大輔
委員 曽宮　良壽 委員 太田　清人 委員 安里　雅恵
委員 太田　強 委員 横山　貴子 委員 三浦　進
委員 神崎　宣昭 委員 安里　雅恵 委員 川地　啓輔

常任委員名簿
令和２年３月 31日現在


