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︽課長︾
会計管理者兼出納室長 森本 潤子 ︵総務課庶務係長︶
下田川清掃施設組合派遣︵課長︶ 木月 政美 ︵同組合派遣主幹︶
まちづくり総合政策課長 中村 幸二 ︵同課主幹︶
税務課長 田村 多美恵 ︵総務課人事係長︶
住民課長 大井 浩 ︵建設課主幹︶
農政課長 中山 正和 ︵同課主幹︶
建設課長 谷川 信行 ︵同課土木係長︶
住宅課長 森野 秋人 ︵同課住宅係長︶
コスモス診療所兼方城診療所事務長 深見 健児 ︵方城支所長兼方城診療所事務長︶
赤池支所長兼方城支所長 朝部 信恵 ︵赤池支所長兼コスモス診療所事務長︶
学校教育課長 原田 勝則 ︵同課主幹︶

︽主幹︾
福祉課 神崎保育所主幹︵所長︶ 三橋 愛子 ︵同保育所係長︶
福祉課 第一保育所主幹︵所長︶ 森野 るみ子 ︵同保育所係長︶
福祉課 中央保育所主幹︵所長︶ 村上 順子 ︵同保育所係長︶

多くの知識と経験を身につけ、福智町

建設課 主幹 森藤 光博 ︵生涯学習課人権・同和教育係長︶

に役立てるよう頑張ってまいります。

︽係長︾

一年間という短い期間ですが、県庁で

総務課 庶務係長 森野 道正 ︵総務課消防防災係長︶

保健課 地域包括支援センター係 野相 篤 ︵新規採用︶
介護保険広域連合田川支部派遣 田中 眞由美 ︵人権・同和対策課隣保館係︶
農政課 農政係 名本 洋平 ︵新規採用︶
農政課 農業土木係 竹宗 慶 ︵建設課土木係︶
農政課 農業土木係 石川 智広 ︵建設課土木係︶
農政課 農業土木係 永野 昌勝 ︵建設課農業土木係︶
建設課 土木係 山尾 淳 ︵財政課管財・国土調査係︶
建設課 土木係 佐藤 陽介 ︵新規採用︶

住宅課 住宅係 奥 一幸 ︵建設課農業土木係︶

建設課 維持係 赤金 信也 ︵農政課農政係︶

住宅課 住宅係 松尾 敏和 ︵学校教育課学校教育係︶
水道課 業務係 池田 美幸 ︵福祉課福祉係︶
コスモス診療所 庶務係 野見山 秀嗣 ︵県派遣︶
方城診療所︵看護師︶ 前田 千鶴 ︵福祉課神崎保育所︶
赤池支所 地域住民係 廣渡 勝 ︵介護保険広域連合田川支部派遣︶
方城支所 地域住民係 園田 英樹 ︵赤池支所地域住民係︶
方城支所 地域住民係 髙野 真衣 ︵住民課保険係︶
学校教育課 学校教育係 山村 智昭 ︵新規採用︶

４月から県庁に派遣された木戸です。

総務課 人事係長 池田 眞里子 ︵まちづくり総合政策課地域振興係長︶

すので、よろしくお願いします。

保健課 地域包括支援センター係 村上 悦子 ︵人権・同和対策課隣保館係︶

気軽に通院できる病院を目指していま

建設課所管の「農業土木係」を、農政課に異動。

ただいている小川です。
地域に愛され、

保健課 地域包括支援センター係 立花 正太郎 ︵税務課収納対策係︶

保健課 地域包括支援センター係 林 叙子 ︵福祉課介護保険係︶

保健課 保健係 鵜野 真由美 ︵住民課保険係︶

福祉課 中央保育所 森本 侑里子 ︵新規採用︶

福祉課 中央保育所 永岡 満里奈 ︵新規採用︶

福祉課 中央保育所 石田 富士子 ︵学校教育課給食センター係︶

福祉課 中央保育所 山本 由香 ︵福祉課第一保育所︶

福祉課 第一保育所 松本 由香 ︵新規採用︶

福祉課 第一保育所 植田 絵美 ︵新規採用︶

福祉課 第一保育所 長副 朱美 ︵保健課地域包括支援センター係︶

今年から診療所所長を勤めさせてい

福祉課所管の「介護保険係」を、保健課の「地域包括支
センター係」と統合し、コスモス保健センター内に置く。

Head doctor

学校教育課 給食センター係 中尾 牧 ︵福祉課中央保育所︶
生涯学習課 公民館係 小柳 直樹 ︵建設課農業土木係︶

県庁 市町村支援課

機構の変更点
コスモス診療所

財政課所管の「指導調整係」と「管財・国土調査係」を、
「指
導調整・管財係」と「国土調査係」とする。
所長

小川 雅克

下田川清掃施設組合派遣︵係長︶ 田丸 義雅 ︵住民課環境衛生係主査︶
財政課 指導調整・管財係長 相原 明 ︵福祉課福祉係長︶
まちづくり総合政策課 地域振興係長 猪口 聡志 ︵住民課保険係長︶
住民課 住民係長 永岡 里美 ︵方城支所地域住民係主査︶
住民課 保険係長 濱田 尚子 ︵住民課保険係主査︶
福祉課 福祉係長 瀬川 政一郎 ︵介護保険広域連合田川支部派遣主査︶

住民サービスの更なる向上を目指し、福智町では４月と６月に人事異動と機構の
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。

福祉課 神崎保育所 坂本 純一 ︵新規採用︶

行政組織新体制
生涯学習課 公民館係 藤本 祐希 ︵新規採用︶
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福祉課 神崎保育所係長 藤林 美晴 ︵同保育所主査︶
福祉課 第一保育所係長 屋成 節子 ︵同保育所主査︶
福祉課 中央保育所係長 藤本 美智代 ︵同保育所主査︶
農政課 農業土木係長 和田 祐一 ︵建設課農業土木係長︶
建設課 維持係長 澤井 秀孝 ︵建設課土木係主査︶

住宅課 住宅係長 八代 賢一 ︵生涯学習課社会教育係長︶
方城支所 地域住民係長 井戸 ひとみ ︵学校教育課学校教育係長︶
学校教育課 学校教育係長 田中 智和 ︵学校教育課学校教育係主査︶
学校教育課 給食センター係長 鴛海 亨介 ︵コスモス診療所庶務係長︶
生涯学習課 人権・同和教育係長 倉石 勝朝 ︵福祉課介護保険係長︶
生涯学習課 社会教育係長 前川 司 ︵福祉課福祉係主査︶

︽係︾
総務課 消防防災係 山本 太地 ︵住宅課住宅係︶
総務課付 小林 真代 ︵保健課地域包括支援センター係︶
総務課 電算係 古川 解生 ︵新規採用︶
総務課 広報・広聴係 荒牧 大祐 ︵財政課財政係︶
財政課 指導調整・管財係 犬丸 且久 ︵住宅課住宅係︶
財政課 指導調整・管財係 田口 友崇 ︵生涯学習課社会教育係︶
財政課 指導調整・管財係 池永 裕之 ︵福祉課神崎保育所︶
まちづくり総合政策課 政策推進係 久原 拓也 ︵総務課広報・広聴係︶
まちづくり総合政策課 政策推進係 山田 倫子 ︵新規採用︶
税務課 賦課係 末永 康彦 ︵財政課指導調整係︶
税務課 収納対策係 吉田 健志 ︵住民課環境衛生係︶
住民課 環境衛生係 花岡 陽介 ︵人権・同和対策課隣保館係︶
住民課 環境衛生係 橋本 大典 ︵新規採用︶
住民課 保険係 浦田 知枝 ︵税務課賦課係︶
住民課 保険係 宮脇 信哉 ︵新規採用︶
人権・同和対策課 隣保館係 林田 美生子 ︵農政課農政係︶
人権・同和対策課 隣保館係 谷口 秀徳 ︵福祉課児童センター係︶
人権・同和対策課 隣保館係 世良 翔平 ︵新規採用︶
人権・同和対策課 隣保館係 吉水 正子 ︵総務課庶務係︶
福祉課 福祉係 中原 由美 ︵学校教育課金田中学校︶
福祉課 福祉係 松木 江利子 ︵水道課業務係︶
福祉課 福祉係 三浦 節子 ︵福祉課介護保険係︶
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福祉課 神崎保育所 崎原 沙都季 ︵新規採用︶
福祉課 神崎保育所 山根 潤太郎 ︵財政課管財・国土調査係︶

福祉課 神崎保育所 手嶋 三香 ︵福祉課中央保育所︶
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