《課長》
議会事務局長 中尾 勉 （生涯学習課社会教育係長から昇格）
総務課長 川嶋 良弘 （企画振興課長）
総務課付 田川地区清掃施設組合派遣 村田 義美 （税務課長）
企画振興課長 原田 悟志 （人権・同和対策課隣保館係長から昇格）
税務課長 池永 直俊 （企画振興課電算・地域情報係長から昇格）
人権・同和対策課長 鈴木 秀一 （方城診療所庶務係長から昇格）
福祉課長 森 宏太郎 （総務課長）
建設課長 森野 和彦 （建設課主幹から昇格）
水道課長 田中 敏明 （福祉課長）

住宅課長 中山 安雄 （学校教育課長）
学校教育課長 黒土 孝司 （学校教育課学校教育係長から昇格）

《主幹》
企画振興課 主幹 中村 幸二 （企画振興課企画振興係長から昇格）
福祉課 中央保育所 主幹 新免 範子 （福祉課子育て支援センター係長から昇格）
農政課 主幹 小松 繁信 （農政課農政係長から昇格）
建設課 主幹 大井 浩 （財政課管財・国土調査係長から昇格）

《係長》
財政課 指導調整係長兼務 是石 明彦 （財政課財政係長）
企画振興課 電算・地域情報係長 吉田 憲治 （企画振興課企画振興係長）
企画振興課 企画振興係長 長野 士郎 （生涯学習課社会教育係主査から昇格）
税務課 賦課係長 田中 朋之 （水道課業務係長）
住民課 環境衛生係長 中山 利明 （人権・同和対策課人権・同和対策係長）

税務課 賦課係長 白石 輝彦 （税務課賦課係主査から昇格）
人権・同和対策課 人権・同和対策係長 福髙 教晃 （議会事務局議会係長）
人権・同和対策課 人権・同和対策係長 瓜生 信幸 （住民課環境衛生係長）
人権・同和対策課 隣保館係長 倉石 勝朝 （人権・同和対策課人権・同和対策係長）
福祉課 第一保育所係長 米谷 美子 （福祉課中央保育所主査から昇格）

福祉課 子育て支援センター係長 川嶋 トミエ（福祉課中央保育所主査から昇格）
建設課 維持係長 森野 秋人 （建設課維持係主査から昇格）
住宅課 住宅係長 野村 健一 （建設課労働係長）
水道課 業務係長 安永 義明 （福岡県後期高齢者医療広域連合派遣）

生涯学習課 社会教育係長 原口 慎一郎 （総務課主幹）
生涯学習課 社会教育係長 八代 賢一 （税務課徴収係長）
生涯学習課 社会体育係長 荒木 直人 （生涯学習課社会教育係主査から昇格）
方城診療所 庶務係長 田中 政文 （税務課賦課係長）
コスモス診療所 理学療法士主任 長沢 裕幸（コスモス診療所理学療法士から昇格）

《係》※主査以下は課ごとの配置。
出納室 主任主事 白石 美幸 （水道課業務係）
総務課 主査 村上 美佳 （税務課賦課係）
総務課 主任主事 面髙 浩二 （財政課財政係）
総務課付 主査 武内 亜由美 （田川地区清掃施設組合派遣）
総務課付 田川地区清掃施設組合派遣 主査 谷本 信義 （建設課維持係）
財政課 主事 荒牧 大祐 （税務課徴収係）
財政課 技能員 山根 潤太郎 （福祉課神崎保育所）
企画振興課 主査 池田 眞里子 （赤池支所住民庶務係）
企画振興課 主事 木戸 美希 （福祉課福祉係）
税務課 主査 鴛海 亨介 （保健課保健係）
税務課 主査 奥 一幸 （学校教育課学校教育係）
税務課 主任主事 田吹 奈緒子 （出納室会計係）
人権・同和対策課 主査 花田 悦子 （福祉課福祉係）
福祉課 主任主事 前川 司 （総務課人事係）

人権・同和対策課 看護師 代谷 真弓 （福祉課老人ホーム）
福祉課 老人ホーム 看護師 市川 ユミ （人権・同和対策課隣保館係）
福祉課 中央保育所 主査 村上 順子 （福祉課神崎保育所）
福祉課 神崎保育所 技能員 池永 裕之 （財政課管財・国土調査係）
保健課 保健師 鶴我 節子 （福岡県介護保険広域連合派遣）

福祉課付 福岡県介護保険広域連合派遣 主任主事 原田 秀和（税務課収納対策係）
農政課 主査 若林 友克 （建設課労働係）
建設課 主査 竹宗 慶 （農政課農政係）
住宅課 主事 山本 太地 （住民課保険係）
学校教育課 学校給食係 調理員 松井 宏美 （学校教育課金田小学校）

水道課 主査 鉄谷 江利子 （総務課庶務係）
学校教育課 金田小学校 調理員 石田 富士子 （福祉課中央保育所）
生涯学習課 主任主事 仲村 浩美 （総務課庶務係）

みなさんを支えられる
よう
いつも笑顔を忘れずが
んばります！

町職員の一員として
します！
地域発展のために尽力

土木の経験を生かして
地域のみなさんに
貢献していきたいと思
います！

住民サービス向上のため、福智町では４月１日に
人事異動や機構の見直しが行われました。
ここでは、その内容についてお知らせします。
なお、多くの受験者の中から選ばれた左の５人が、
福智町の新戦力として本年度採用されました。

何事にもチ
ャレンジし
て
勉強してい
きます！
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生年月日 S47.1.17
趣味 バイク

生年月日 S58.9.14
趣味 スポーツ観戦
生年月日 S61.2.10
趣味 サッカー

行政組織新体制

た町に
生まれ育っ
注ぎます！
るよう力を
恩返しでき

原口 一仁

稲垣 陽太郎

生年月日 H3.10.26
趣味 さんぽ

田口 友崇

臺良 友里
学校教育課 学校教育係
福祉課 福祉係

生年月日 H1.4.25
趣味 バドミントン

有山 友滋
生涯学習課社会教育係

建設課土木係

止し
1 税務課「徴収係」を廃
。
統合
「収納対策係」に
止し
2 住宅課「建築係」を廃
「住宅係」に統合。
住民課住民係

新たな体制で新年度スタート

