行政サービス向上のため、福智町では７月１日付で
機構の見直しと人事異動が行われました。

▼
「企画課」を「企画振興課」とし「企画観光係」を「企画振興係」とする。

▼
「広報・広聴係」が「企画課」から「総務課」に移動。

その内容についてお知らせします。
変更点
変更点

【第１次試験会場】

変更点

会計係

議会係

建設課 平島新雄

農政課 山口忠秋

※ 名前は各課長（町立保育所は所長）です。

▼
「産業振興課」を「農政課」とし「農業林務係」を「農政係」とする。
「産
業・商工係」は廃止し、業務を「企画振興課 企画振興係」が行う。

行政組織図
議会事務局 藤林俊文
《町長部局》
出納室 森藤百合子
庶務係
人事係

住宅課 白石敏幸

職員人事異動
※ 昇格・異動があった人のみ掲載。
（

会計管理者兼出納室長 森藤 百合子 （税務課長）

《課長》
財政課長 森 美津雄 （住民課主幹から昇格）
住民課長 田丸 孝司 （財政課長）

税務課長 村田 義美 （方城診療所事務長兼方城支所長）
保健課長 太田 哲也 （会計管理者兼出納室長）
農政課長 山口 忠秋 （住民課長）
方城診療所事務長兼方城支所長 松井 清司 （産業振興課長）
学校教育課長 中山 安雄 （建設課主幹から昇格）

総務課主幹 深見 健児 （総務課 庶務係長から昇格）

《主幹》
住民課主幹（保険係長兼務）原口 慎一郎 （生涯学習課主幹）
福祉課主幹 朝部 信恵 （企画課 広報・広聴係長から昇格）
建設課主幹 森野 和彦 （建設課 土木係長から昇格）

《係長》
総務課 庶務係長 西 頼子 （住宅課 住宅係長）
総務課 広報・広聴係長 森本 潤子 （総務課 人事係長）
財政課 管財・国土調査係長 植田 秋彦 （税務課 徴収係長）

）は前職。

企画振興課 企画振興係長 高本 武志 （産業振興課 産業商工係長）
人権・同和対策課 人権・同和対策係長 倉石 勝朝 （赤池支所 保険・福祉係長）

農政係

土木係

保健課 保健係長 伊藤 俊之 （コスモス診療所 主任検査技師）

税務課 徴収係長 立花 繁樹 （水道課 業務係長）

労働係

農業土木係

水道課 業務係長 田中 朋之 （水道課主査から昇格）

建設課 庶務係長 仲村 正一郎 （財政課 管財・国土調査係長）

生涯学習課 社会教育係長 中尾 勉 （生涯学習課 公民館係長）

赤池支所 保険・福祉係長 木村 長徳 （人権・同和対策課 人権・同和対策係長）

維持係

建築係

《係》 ※ 主査以下は課ごとの配置。
総務課 主任主事 永沼 朱実 （学校教育課 学校教育係）

住宅係

業務係

総務課 主事 日吉 由香 （企画課 広報・広聴係）

総務課 主任主事 村上 幸司 （税務課 賦課係）
工務係

住民・庶務係

税務課 主査 白石 輝彦 （総務課 庶務係）

財政課 主任主事 山尾 淳 （保健課 保健係）

総務課 主事 久原 拓也 （税務課 徴収係）
保険・福祉係

住民課 主任主事 楠木 みずほ （方城支所 保険・福祉係）
住民課 看護師 松本 登志江 （コスモス診療所）

住民課
中村 歩

税務課
浦田 知枝
福祉課
池田 美幸

総務課 長谷川浩
広報・広聴係
財政係
指導調整係

水道課 香月強

赤池支所 松岡周二

住民・庶務係

人権・同和対策課 主査 野村 和貴 （コスモス診療所 庶務係）
人権・同和対策課 作業療法士 ビスタ 由美子 （コスモス診療所）
人権・同和対策課 看護師 市川 ユミ （コスモス診療所）
人権・同和対策課 看護師 村上 悦子 （コスモス診療所）
福祉課 主事 片岡 かなえ （住民課 住民係）

問 役場総務課人事係
☎ 22-0555

財政課 森美津雄
管財・国土調査係
企画振興係
電算・地域情報係

方城支所 松井清司

庶務・医事係

保険・福祉係

コスモス診療所 松岡周二

庶務・医事係

農政課 主査 林田 美生子 （人権・同和対策課 隣保館係）

福祉課 看護師 小屋敷 良香 （コスモス診療所）

らもダウンロードできます。くわ

企画振興課 川嶋良弘

賦課係
徴収係

方城診療所 松井清司
※ 赤池支所長とコスモス診療所事務長、方城支所
長と方城診療所事務長は兼任となっています。

農政課 主事 白川 督信 （住民課 環境衛生係）
農政課 主事 赤金 信也 （建設課 労働係）
住宅課 主査 並川 昌太郎 （企画課 広報・広聴係）

建設課 主査 若林 友克 （住宅課 建築係）
学校教育係

住宅課 主任主事 犬丸 且久 （産業振興課 産業商工係）
住宅課 主任主事 山邉 大地 （生涯学習課 社会体育係）

学校給食係

しくはお問い合わせください。

税務課 村田義美・植高悦憲
収納対策係

住民係
環境衛生係

試験要項・申込用紙は、役場総務課で配布しま

学校教育課 主査 徳永 佳代子 （赤池支所 庶務係）

まちの動き 2010

保険係

申込用紙に記入し、9月10日までに役場総務課

公民館係

す。福智町公式ホームページか

住民課 田丸孝司

※ 建築技術職・土木技術職は専門試験あり。

人権・同和対策係

田村一人・中山
安雄・中川和親

《教育委員会》

学校教育課

（本庁舎３階）へ持参または郵送してください。

生涯学習課 主事 桑野 清一 （住宅課 住宅係）

（土･日 を除く、8 時 30 分～17 時 15 分）

８月９日 月 ～ ９月１０日 金

社会体育係

【申込受付期間】

人権・同和対策課 瓜生正廣
隣保館係

福祉係

❶ 一般事務Ａ（大卒程度）／２名程度

福祉課 田中敏明
介護保険係

昭和 58 年４月２日～平成元年４月１日生まれで、４年
生大学を卒業または平成 23 年３月に卒業見込みの者

神崎保育所 松本美千代
老人ホーム

【試験申込方法】

赤池支所 主事 磯崎 伸也 （福祉課 介護保険係）

❹ 土木技術職／１名程度

人権・同和教育係

❸ 建築技術職／１名程度

子育て支援センター

昭和 45 年４月２日以降生まれで、２級建築士以上
の資格を有し、平成 22 年３月末までに民間勤務経
験が通算で５年以上の者

方城支所 主査 園田 英樹 （産業振興課 農業林務係）

【試験区分・受験資格】

第一保育所 上田和子

試験方法 ▶ 教養科目および事務適正検査

8
9

生涯学習課 辻村哲弥

昭和 62 年４月２日～ 平成５年４月１日生まれの者
（一般事務 A の該当者は受験できません）

社会教育係

❷ 一般事務Ｂ（高卒程度）／２名程度

児童センター

福智町役場本庁舎（一般事務Ａは方城支所）

中央保育所 税田喜代香

１０月１７日 日 １０時～（受付９時～）

保健係

昭和 45 年４月２日以降生まれの者で、２級土木施
行管理技士以上の資格を有し、平成 22 年３月末ま
でに民間勤務経験が通算で５年以上の者

3 2 1

【第１次試験日】

保健課 太田哲也

町職員採用試験

