
市町村長の「よかボス宣言」を
紹介します！

令和５年（2023年）３月３日現在
熊本県子ども未来課



市町村名 氏名 よみがな 宣言日

玉名市長 藏原　隆浩 くらはら　たかひろ 平成30年（2018年）5月28日

宇城市長 守田　憲史 もりた　けんし 平成30年（2018年）7月13日

宇土市長 元松　茂樹 もとまつ　しげき 平成30年（2018年）7月13日

美里町長 上田　泰弘 うえだ　やすひろ 平成30年（2018年）7月13日

南阿蘇村長 吉良　清一 きら　せいいち 平成30年（2018年）8月1日

山都町長 梅田　穰 うめだ　ゆたか 平成30年（2018年）8月24日

あさぎり町長 尾鷹 一範 おだか　かずのり 平成30年（2018年）8月29日

熊本市長 大西　一史 おおにし　かずふみ 平成30年（2018年）9月6日

八代市長 中村　博生 なかむら　ひろお 平成30年（2018年）9月27日

氷川町長 藤本　一臣 ふじもと　かずおみ 平成30年（2018年）9月27日

菊池市長 江頭　実 えがしら　みのる 平成30年（2018年）12月25日

益城町長 西村　博則 にしむら　ひろのり 平成31年（2019年）2月7日

南関町長 佐藤　安彦 さとう　やすひこ 平成31年（2019年）2月14日

小国町長 渡邉　誠次 わたなべ　せいじ 令和2年（2020年）5月7日

合志市長 荒木　義行 あらき　よしゆき 令和2年（2020年）10月1 日

天草市長 馬場　昭治 ばば　しょうじ 令和3年（2021年）4月1日

山鹿市長 早田　順一 はやた　じゅんいち 令和3年（2021年）5月11日

水俣市長 髙岡　利治 たかおか　としはる 令和3年（2021年）6月9日

大津町長 金田　英樹 かなだ　ひでき 令和4年（2022年）1月5日

津奈木町長 山田　豊隆 やまだ　とよたか 令和4年（2022年）3月2日

和水町長 石原　佳幸 いしはら　よしゆき 令和4年（2022年）10月11日

菊陽町長 𠮷本　孝寿 よしもと　たかとし 令和5年（2023年）2月27日

熊本県　市町村長の「よかボス」宣言



玉名市長





宇城市長・宇土市長・美里町長



よかボス宣言

１．私は、全ての職員が安心して育児や介護、地域活動を行うことがで

きる、うきうき楽しい職場づくりに取り組む「よかボス」になります。

２．私は、うきのうまかもんを「さしより野菜」からたっぷり食べて、心身とも

に健康で仕事と私生活を楽しみます。

３．私は、計画的に休みを取って人生を楽しむととともに、職員にも休み

を積極的にとるよう勧めます。

４．私は、職場の業務の効率化を図り、職場のワークライフバランスを推

進することで、職員のモチベーションと市民サービスの向上を目指します。

５．私は、宇城市内の企業や団体にワークライフバランスを推進し、市民

がより心豊かな生活を送れるように働きかけます。

宇城市長

私は、幸せな人生の実現に向けて、仕事・家庭・地域活動の充実に全力で
取り組むとともに、職員も実現できるよう全力で応援します。
さらには、この取組を市全体に広げるため、以下の事項を約束します。



よかボス宣言 美里町長

私は、幸せな人生が実現するよう、自ら仕事と生活の充実に取り
組むとともに、職員の仕事と生活の充実を応援し、さらには、この取
組を町全体に広げるため、以下の事項を約束します。

小さくてもキラリと光る美里町

１．私は、全力で仕事に取り組んだ後は、美味しいものを食べ、体を動かして

健康で幸せな生活を楽しみます。

２．私は、楽しく仕事をし、早く帰って自分の時間を楽しむ職員を応援します。

３．私は、計画的に休みを取って人生を楽しむとともに、職員にも休みを積極

的にとるよう勧めます。

４．私は、職員の結婚、子育て、介護など、それぞれのライフステージにおける

希望や安心が実現できるよう応援します。

５．私は、この取組を推進するため、町内の事業所、団体への働きかけを行

います。



よかボス宣言

私は、幸せな人生が実現するよう、自ら仕事と生活の充実に
取り組むとともに、職員の仕事と生活の充実を応援し、さらには、
宇土に広げるため、以下の事項を約束します。

１．私は、全力で仕事に取り組んだ後は、宇土のうまかもんを食べ、家事をして、

健康で幸せなくまもとライフを楽しみます。

２．私は、楽しみながら仕事をし、早く帰って家事や余暇などの生活も楽しむ職員

を、誇りに思います。

３．私は、計画的に休みを取って人生を楽しむとともに、職員にも休みを積極的に

とるよう勧めます。

４．私は、職員の結婚、子育て、介護など、それぞれのライフステージにおける希望

や安心が実現できるよう、応援します。

５．私は、宇土の「よかボス」を増やすため、企業や事業所、団体への働きかけを

行います。

宇土市長



南阿蘇村長





山都町長





あさぎり町長



よかボス宣言

私は、幸せな人生が実現するよう、心と体の健康に留意して、仕事と家庭生

活の充実に取り組むとともに、職員の仕事と家庭生活の充実のために、心と体の
健康づくりを応援します。さらには、あさぎり町民一人ひとりが健康で幸せな生活が
送れるよう、次のことに取り組むことを宣言します。

１．私は、「人生は楽しくなくちゃつまらない」を実現するために、全力で仕事

に取り組んだ後は、家族や友人とともに、思いっきり人生を楽しみます。

２．私は、思いやりの心をもって仕事に励み、家族や友人を大切にする職

員を誇りに思います。

３．私は、家族や友人と一緒に、楽しい余暇の時間を過ごし、明日の生き

るエネルギーを充電できる職員を大切にします。

４．私は、結婚、子育て、介護、病気など、それぞれの人生の大事な場面

で、やさしい思いやりの心を発揮できる職員を応援します。

５．私は、あさぎり町の「よかボス」が増えるよう、町の家庭や企業、事業所、

団体へ働きかけます。

あさぎり
町長



熊本市長



よかボス宣言

１．私は、大好きな音楽を聴き、熊本の美味しいモンで力をつけ、熊本の復興と発展のため、

復旧する熊本城のように元気に全力で頑張ります(｀_´)ゞ

２．私は、明るく楽しみながら仕事をし、早く帰って家事や余暇を楽しむ職員を誇りに思います。

３．私は、計画的に休みを取り、私生活の充実や地域・社会貢献に取り組む職員を応援します。

４．私は、働き方改革を推進し、仕事の効率化を図ることで、風通しの良い働きやすい職場環

境づくりを行います。

５．私は、熊本市内の企業や団体にもワークライフバランスの充実を推進し、市民がより心豊

かな生活を送れるように働きかけます。

熊本市長

私は、幸せな人生が実現するよう、自ら仕事と生活の充実に取り組むとともに、
職員の仕事と生活の充実を応援し、さらには、熊本市全体に広げるため、以
下の事項を約束します。



八代市長・氷川町長



よかボス宣言
私は、幸せな人生が実現するよう、自ら仕事と生活の充実に取り組むとと

もに、職員の仕事と生活の充実を応援し、さらには、市全体に広げるため、
以下の事項を約束します。

１．私は、全力で仕事に取り組んだ後は、やつしろのうまかもんを食べ、

家事をして、健康で幸せなやつしろライフをおもさん楽しみます。

２．私は、ワークライフバランスを推進し、楽しみながら仕事を効率的に終わ

らせ、早く帰って家事や余暇などの生活を楽しむ職員を、誇りに思います。

３．私は、計画的に休みを取って人生を楽しむとともに、職員にも休みを

積極的にとるよう勧めます。

４．私は、職員の結婚、子育て、介護など、それぞれのライフステージに

おける希望や安心が実現できるよう、応援します。

５．私は、やつしろの「よかボス」を増やし、市民がいっそで心豊かな生活が

送れるよう、企業や事業所、団体への働きかけを行います。

八代市長



八代市長・氷川町長



よかボス宣言

私は、幸せな人生が実現するよう、自ら仕事と生活の充実に
取り組むとともに、職員の仕事と生活の充実を応援し、さらには、
氷川町全体に広げるため、以下の事項を約束します。

１．私は、全力で仕事に取り組んだ後は、ひかわのうまかもんを食べ、家事をして、

健康で幸せなくまもとライフを楽しみます。

２．私は、楽しみながら仕事をし、早く帰って家事や余暇などの生活も楽しむ職員

を、誇りに思います。

３．私は、計画的に休みを取って人生を楽しむとともに、職員にも休みを積極的に

とるよう勧めます。

４．私は、職員の結婚、子育て、介護など、それぞれのライフステージにおける希望

や安心が実現できるよう、応援します。

５．私は、ひかわの「よかボス」を増やし、町民みんなが心豊かな生活を送れるよう

企業や事業所、団体への働きかけを行います。

氷川町長



菊池市長





益城町長





南関町長



よかボス宣言

私は、幸せな人生が実現するよう、自ら仕事と生活の充実に
取り組むとともに、職員の仕事と生活の充実を応援し、さらには、
町全体に広げるため、以下の事項を約束します。

南関町
佐藤安彦町長

１．私は、全力で仕事に取り組んだ後は、南関のうまかもんを食べ、家事

をして、健康で幸せな南関ライフを楽しみます。

２．私は、しっかり働き、しっかり休暇がとれるメリハリのある生活になるよう、

自ら率先した行動をとります。

３．私は、計画的に休みを取って人生を楽しんだり、地域行事や社会貢

献に取り組む職員を支援します。

４．私は、職員個々の意見を尊重し、楽しくやり甲斐を実感できる職場

環境を整えます。

５．私は、熊本県が推進する「よかボス企業」の取組みに賛同し、積極的

な情報発信により、町内の企業や団体にも広がるよう働きかけます。



小国町長





合志市長



よかボス宣言

１．私は、地域行事や社会貢献に積極的に取り組み、一人一役宣言を行った

職員を支援します。

２．私は、計画的に休みを取って人生を楽しむとともに、職員にも休みを積極的

にとるよう勧めます。

３．私は、明るく楽しみながら仕事をし、早く帰って家事や余暇を楽しむ職員を、

誇りに思います。

４．私は、こうしの「よかボス」を増やし、市民がより心豊かな生活を送れるよう企

業や事務所、団体への働きかけを行います。

５．私は、全力で仕事に取り組んだ後は、合志のうまかもんを食べ、家事をして、

健幸都市こうしライフを楽しみます。

合志市長

私は、幸せな人生が実現するよう、自ら仕事と生活の充実に取り組むととも
に、職員の仕事と生活の充実を応援し、さらには、この取り組みを合志市全体
にひろげるため、以下の事項を約束します。



天草市長





山鹿市長





水俣市長



１．私は、スポーツを楽しみ、水俣のうまかもんで元気をつけ、水俣の発展のため、
全力で仕事に取り組みます。 （オンとオフいつも本気！）

２．私にとって、市民の幸せのために働く職員は大事な仲間です。その仲間が健康
で元気に働けるよう職場づくりに努めます。 （ハッピ～ライフ！）

３. 職員の結婚・子育て・介護など、それぞれのライフステージで安心して仕事が
できるよう応援します。 （フレ～フレ～職員！）

４．私は、市民の心豊かな生活を応援する水俣の「よかボス」を増やすため、市内
の事業所や団体へ働きかけます。 （よかボス カモ～ン！）

よかボス宣言 水俣市長

私は、ＳＤＧｓ未来都市水俣において、市民が幸せを感じ笑顔あふれる
豊かな人生を送れるよう、自ら仕事と生活の充実に取り組むとともに、職
員が明るく楽しく健康に働ける職場環境をつくります。
さらには、水俣市全体に広げるため、以下の事項を約束します。

ま じ



大津町長





津奈木町長





和水町長



よかボス宣言

私は、幸せな人生が実現するよう、自ら仕事と生活の充実に
取り組むとともに、職員の仕事と生活の充実を応援し、さらには、
町全体に広げるため、以下の事項を約束します。

１．私は、全力で仕事に取り組んだ後は、和水町のうまかもんを食べ、家事をして、

健康で幸せな和水ライフを楽しみます。

２．私は、楽しみながら仕事をし、早く帰って家事や余暇などの生活も楽しむ職員

を、誇りに思います。

３．私は、計画的に休みを取って人生を楽しむとともに、職員にも休みを積極的に

とるよう勧めます。

４．私は、職員の結婚、子育て、介護など、それぞれのライフステージにおける希望

や安心が実現できるよう、応援します。

５．私は、和水町の「よかボス」を増やすため、企業や事業所、団体への働きかけ

を行います。

和水町長



菊陽町長



よかボス宣言

１．私は、これからの菊陽町を一緒に楽しみ、誇れるまちとなれるようともに頑張る

職員を全力で守り支えます。

２．私は、すべての職員が朗らかに挨拶をし、進んで、仕事を楽しめるよう職場の

環境づくりに取組みます。

３. 私は、職員が家族を大切にできるようするため、結婚、子育て、介護など、

それぞれのライフステージにおける希望や安心が実現できるよう応援します。

４．私は、全力で仕事に取組んだ後は、計画的に休みを取り、人生を楽しむよう

職員に勧めます。

５．私は、菊陽の「よかボス」を増やすため、町内の企業や事業所、団体への働

きかけを行います。

菊陽町長

私は、幸せな人生が実現するよう、自ら仕事と生活の充実に
取り組むとともに、職員の仕事と生活の充実を応援し、さらには、
町全体に広げるため、以下の事項を約束します。


