課長

図書館・歴史資料館係
■ふくちのち ☎ 28-2855
■ 業務係

■ 社会教育係

■ 学校教育係

■ 庶務・医事係
予算・決算、会計事務、水道

社会教育関係団体、交流事業、

教育委員会の会議、教育委員

診療所の庶務に関すること。
文化財保護、二十歳のつどい

会の職員の人事、県費負担教

▪ 診療科目
理、量水器の検針、水道料金

（成人式）
、ふれあい塾などに関

職員の任免、懲戒その他の進

内科：月～金曜日診療
の調定・徴収などに関すること。

すること。

退の内申、学級編制、教育内

（土曜は午前中のみで、
第２第４のみ)
■ 工務係

■ 社会体育係

容や教材の取扱い、学校保健・

小児科：月・火・木・金曜日診療（水
水道施設の計画・設計、水道

社会体育事業、体育施設の維持

学校安全、学校職員の福祉厚

曜は午前中のみで隔週、土曜は
工事の設計・施工・契約・監督、

管理、B＆G 海洋センター、その

生・研修、児童・生徒の就学、

午前中のみで、第１第３第５のみ）
水源および浄水施設の管理、

他生涯スポーツなどに関すること。

教具その他の設備の整備、学

ただし、火・木曜午後は予防接種
配水施設の管理、修理、給水

■ 人権・同和教育係

校図書館、県等の教育委員会

整形外科：月・水・金・土曜日診
装置、給水記録の整理・報告、

人権・同和教育や啓発などに関

との連絡調整、奨学資金、就

療（土曜は午前中のみ）
水質検査、残留塩素の測定な

すること。

学援助費、幼稚園就園、学校

外科：同上
どに関すること。

■ 公民館係

教育と社会教育の連携・融合な

放射線科、リハビリテーション科
公民館運営・管理、地区公民館運

どに関すること。

▪ 診療時間
営の指導・推進などに関すること。

■ 建設準備室

平日／ 8時30分～12時30分、
■ 図書館・歴史資料館係

学校建設の準備、新設する学
図書館・歴史資料館の管理・運

校の建設などに関すること。
営などに関すること。

■ 学校給食係

健康子育て支援課 こどもみらい係長 池田 麻由美
（保健課主査）

高齢障がい福祉課 障がい者福祉係長 梅原 美由希（福祉課障がい者福祉係長）

高齢障がい福祉課 高齢者福祉係長 田吹 奈緒子（福祉課高齢者福祉係長）

人権推進課 隣保館係長 仲村 浩美
（保健課隣保館係長）

まちづくり総合政策課 地域振興係長 永沼 朱実（住民課保険係長）

住宅課 住宅係長 松村 俊明（防災管理・管財課防災管理係長）

税務住民課 賦課係長 吉村 慎一
（税務課賦課係長）

税務住民課 住民係長 楠木 みずほ（赤池支所地域住民係長）

まちづくり総合政策課 政策推進係長 並川 昌太郎（まちづくり総合政策課地域振興係長）

方城診療所 庶務係長 吉田 健志（コスモス診療所兼方城診療所庶務係長）

防災管理・管財課 防災危機管理係長 仲村 誉将（住民課環境衛生係長）

税務住民課 収納対策係長 原田 亨（税務課収納対策係長）

税務住民課 国保・年金係長 大西 理理華（住民課保険係長）

健康子育て支援課 健康係長 中島 貴美子（保健課保健係長）

人権推進課 人権推進係長 松木 江利子（人権・同和対策課人権・同和対策係長）

健康子育て支援課 子育て支援センター係長 瀬川 幸絵
（福祉課子育て支援センター兼児童センター係長）

健康子育て支援課 こども支援係長 太田 恭子（福祉課子育て支援係長）

係長

方城診療所 副所長 村田 篤彦（コスモス診療所副所長）

まちづくり総合政策課 課長補佐 犬丸 且久
（まちづくり総合政策課政策推進係長）

税務住民課 課長補佐 白石 貴裕（住宅課住宅係長）

健康子育て支援課 課長補佐 日野 美佳（住民課住民係長）

住宅課 課長補佐 竹宗 慶（福祉課課長補佐）

高齢障がい福祉課 課長補佐 瀬川 政一郎（総務課課長補佐）

課長補佐

方城診療所長 小川 雅克（コスモス診療所長）

税務住民課長 前川 司（住民課長）

健康子育て支援課長 小松 卓美（福祉課長）

総務課長 長野 士郎（まちづくり総合政策課長）

まちづくり総合政策課長 木村 貴代美（保健課長）

高齢障がい福祉課長 森野 道正（税務課長）

人権推進課長 福高 教晃（人権・同和対策課長）

方城診療所事務長 鴛海 亨介（コスモス診療所事務長兼方城診療所事務長）

工事以外の一般契約、資産管

まちづくり総合政策課 広報・広聴係長 持丸 崇
（農政課主査）

税務住民課 主任主事 渡邉 彩花（税務課）

総務課（ＪＡＬ派遣）主任主事 臺良 友里（防災管理・管財課）

税務住民課 主任主事 竹森 洋介（住民課）

高齢障がい福祉課 主任主事 宮脇 信哉（福祉課）

税務住民課 主任主事 名本 洋平（税務課）

特集

健康子育て支援課 第一保育所 主任主事 植田 絵美（福祉課同保育所）

税務住民課 主任主事 永岡 満里奈（税務課）

健康子育て支援課 主任主事 尾﨑 大太（福祉課）

人権推進課 主任主事 紫 逸平（人権・同和対策課）

生涯学習課 主任主事 太田 詠子（ＪＡＬ派遣）

健康子育て支援課 主査 村上 悦子（方城診療所）

健康子育て支援課 主任主事 戸田 良平（住民課）
介護保険広域連合田川・桂川支部派遣 主事 浦田 知枝（学校教育課）

高齢障がい福祉課 主査 柴田 吏香（保健課）

健康子育て支援課 主事 黒土 琴音（保健課）

健康子育て支援課 主事 森下 雄真（福祉課）

防災管理・管財課 主事 藤本 祐希（まちづくり総合政策課）

下田川清掃施設組合派遣 主査 花岡 陽介
（介護保険広域連合田川・桂川支部派遣）

総務課 主事 浦田 美優（県派遣）
税務住民課 主事 植田 圭美（建設課）
防災管理・管財課 主事 松永 健吾（保健課）

税務住民課 主事 見元 貴宗（住民課）

高齢障がい福祉課 主事 稲垣 優衣（福祉課）

税務住民課 主事 江藤 悠馬（住民課）

健康子育て支援課 主査 桑野 清一
（赤池支所兼方城支所）

生涯学習課 主査 磯﨑 伸也（保健課）

税務住民課 主事 髙津 宏和（住民課）

税務住民課 主事 原田 愛佳（福祉課）

健康子育て支援課 主事 立花 麻美（赤池支所兼方城支所）

税務住民課 主査 古殿 大祐（税務課）

高齢障がい福祉課 主事 入江 敦美（福祉課）

税務住民課 主事 松島 惇仁（税務課）

健康子育て支援課 主事 髙野 夏子（保健課）

高齢障がい福祉課 主査 久原 拓也（福祉課）

方城診療所 看護師 浦田 ゆかり（コスモス診療所）

方城診療所 看護師 吉水 正子（コスモス診療所）

方城診療所 看護師 渡辺 美恵（コスモス診療所）

健康子育て支援課 作業療法士 松隈 紀子（方城診療所）

健康子育て支援課 理学療法士 中島 靖文（コスモス診療所）

建設課 技能員 花田 昌大（学校教育課）

健康子育て支援課 主事 奥 陽香（保健課）

高齢障がい福祉課 主事 田中 萌（住民課）

税務住民課 主事 太田 翔（税務課）

住宅課 主任主事 竹之下 大（住民課）

税務住民課 主任主事 田口 友崇
（住民課）

人権推進課 主査 白石 友明（保健課）

建設課 主査 植田 浩央（住民課）

高齢障がい福祉課 主査 野相 篤（福祉課）

健康子育て支援課 第一保育所 主査 柴田 由香（福祉課同保育所）

税務住民課 主査 金沢 義暁（税務課）

介護保険広域連合田川・桂川支部派遣 主査 池田 美幸
（福祉課同派遣）

税務住民課 主査 山本 太地（税務課）

人権推進課 主査 秀島 慎一
（赤池支所兼方城支所）

学校教育課 主査 森野 明子（住民課）

健康子育て支援課 主査 中野 由香（生涯学習課）

農政課 主査 原田 篤志（赤池支所兼方城支所）

税務住民課 主査 小林 真代（住民課）

健康子育て支援課 主査 小屋町 弓佳（保健課）

人権推進課 主査 鶴我 節子（コスモス診療所兼方城診療所）

税務住民課 主査 白石 美幸（税務課）

健康子育て支援課 主査 山本 佐知子（保健課）

健康子育て支援課 主査 持丸 佳奈（保健課）

健康子育て支援課 主査 小屋敷 良香（福祉課）

高齢障がい福祉課 主査 ビスタ 由美子（福祉課）

人権推進課 主査 三浦 節子（福祉課）

健康子育て支援課 主査 豊田 祐香（生涯学習課）

係

方城診療所 主任看護師 市川 ユミ（コスモス診療所主任看護師）

人権推進課 主任主事 斉藤 亮磨（生涯学習課）

学校給食などに関すること。

方城診療所 主任理学療法士 長沢 裕幸（コスモス診療所主任理学療法士）

土曜／ 8時 30分～12時 30分

税務住民課 環境衛生係長 荒牧 大祐
（福祉課主査）

13時 30分～17時15 分

人権推進課 主任主事 髙野 真衣（保健課）
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■本庁舎２階 ☎ 22-7769

高齢障がい福祉課 高齢者医療係長 林 叙子
（赤池支所兼方城支所主査）

◉ 小川 雅克（小児科医）
◉ 和田 亜美（学校教育係）
◉ 太田 詠子（社会教育係）
◉ 髙橋 舜弥（工務係）

まちの動き

※（ ）は前職・兼務の内容を掲載。

田川広域
生涯学習課 学校教育課 方城診療所
水道企業団 ■旧方城支所 ☎ 22-1521 ■旧方城支所 ☎ 22-1192 ■方城診療所 ☎ 22-0242
社会体育係
■金田分館 ☎ 22-2200
福智町
公民館係
水道事務所 ■旧赤池支所 ☎ 28-4100

