《課長・主幹》
人権・同和対策課長 福高 教晃 （人権・同和対策課人権・同和対策係長から昇格）

議会事務局長 相原 明 （財政課指導調整・管財係長から昇格）
建設課長 森藤 光博 （住宅課長）
住宅課長 森野 秋人 （建設課長）
福祉課長 永末 卓哉 （議会事務局長）
福祉課 第一保育所 主幹 屋成 節子 （福祉課第一保育所係長から昇格）
福祉課 神崎保育所 主幹 藤林 美晴 （福祉課神崎保育所係長から昇格）
《係長》
出納室 会計係長 松木 江利子 （福祉課福祉係）
総務課 庶務係長 白石 輝彦 （農政課農政係（農業委員会））
総務課 消防防災係長 若林 友克 （住宅課主査から昇格）
総務課 電算係長 安永 義明 （水道課業務係）
財政課 指導調整・管財係長 山本 一博 （財政課主査から昇格）
財政課 財政係長 仲村 和宏 （財政課主査から昇格）
まちづくり総合政策課 地域振興係長 野村 和貴（方城診療所主査から昇格）

税務課 主任主事 山本 太地 （総務課）

まちづくり総合政策課 主事 太田 詠子 （新規採用）

財政課 主事 臺良 友里 （住民課）

財政課 主事 田口 友崇 （総務課付（福岡県派遣））

総務課 技能員 山根 潤太郎 （福祉課神崎保育所）

総務課 主事 松永 健吾 （新規採用）

総務課 主事 稲垣 陽太郎 （学校教育課）

総務課 主任主事 日吉 由香 （税務課）

水道課 主事 高橋 舜弥 （保健課）

水道課 主事 世良 翔平 （保健課）

水道課 主査 竹宗 知子 （住民課）

住宅課 主査 中村 敬 （建設課）

建設課 技能員 中村 克也 （水道課）

建設課 主事 福島 信一郎 （福祉課）

建設課 主査 小柳 直樹 （財政課）

農政課 主事 吉田 雅之 （新規採用）

農政課 主査 古殿 大祐 （総務課）

保健課 主事 白石 友明 （新規採用）

● 学校教育課 ☎22-1192

住民課 住民係長 日野 美佳 （福祉課主査から昇格）
住民課 環境衛生係長 田丸 義雅 （住民課付（下田川清掃施設組合派遣））
人権・同和対策課 人権・同和対策係長 田中 朋之 （住民課環境衛生係）
福祉課 福祉係長 守田 裕一郎 （財政課財政係）
福祉課 子育て支援センター長 永田 裕次郎 （保健課隣保館係）
福祉課 第一保育所 係長 仲村 知眞子 （第一保育所主査から昇格）
福祉課 神崎保育所 係長 新 久子 （神崎保育所主査から昇格）
保健課 隣保館係長 猪口 聡志 （まちづくり総合政策課地域振興係）
農政課 農政係（農業委員会）係長 竹宗 慶 （農政課主査から昇格）
農政課 農業土木係長 仲村 芳久 （建設課土木係）
建設課 維持係長 久保田 利弘 （総務課電算係）
建設課 土木係長 森野 道正 （総務課庶務係）
建設課 土木係長 和田 祐一 （農政課農業土木係）
水道課 業務係長 澤井 秀孝 （建設課維持係）
生涯学習課 社会体育係長 田中 政文 （税務課賦課係）

税務課 主事 清水 絵理 （新規採用）

水道課 主事 植田 浩央 （新規採用）

方城中学校

● 生涯学習課 ☎22-1521
（社会教育係、人権同和教育係）

に親しんでいただけるよう頑張ります。

方城支所 地域住民係長 永岡 里美 （住民課住民係）

住民課 主任主事 奥 智美 （人権・同和対策課）

学校教育課 主任主事 相原 啓太 （総務課）

● 方城支所 ☎22-0520
ひとりの声に丁寧に対応し、みなさま

《係》※主査以下は課ごとの配置

住民課 主事 竹森 洋介 （水道課）

学校教育課 学校給食センター 調理員 早谷 和匡 （福祉課第一保育所）

● message

浦田 茂美 先生 （鷹峰中）
品川佳代子 先生 （糸田中）

住民課 主事 浦田 美優 （新規採用）

（市場小）

方城診療所で内科を担当します。一人

金田中学校

● 赤池支所 ☎28-2004

福祉課 主査 藤村 成美 （議会事務局）

（金田中）

方城支所 ／福智町弁城2237番地1
方城診療所

中央公民館 ／福智町赤池970番地3
（大任中）

生涯学習課 主事 植田 圭美 （新規採用）

（方城中）

福祉課 主査 鵜野 真由美 （住民課）

（初任者）

西田 紗季 医師
（採銅所小）

2 赤池支所の位置を変更。※赤池支所は「中央公民館」の中に移りました。

（勾金中）

赤池支所 主査 豊田 祐香 （建設課）

（赤 小）

着任

（赤池中）

1 保健課所管の「男女共同参画に関する事務」が総務課人事係へ移行。

（香春中）

福祉課 主事 和田 栞 （新規採用）

赤池中学校

方城支所 主査 白石 美幸 （農政課）

（香春小）

福祉課 子育て支援センター 主事 河口 百合恵 （福祉課中央保育所）

（初任者）

コスモス診療所 主任看護師 代谷 真弓 （保健課）

（桂川中）

住民サービスのさらなる向上のため、福智町では４月１日に
人事異動や機構の見直しを行い、新体制となりました。
（初任者）

方城診療所 主任看護師 原 ちか子 （方城診療所看護師から昇格）

金田小学校

福祉課 中央保育所 看護師 永岡 富美 （方城診療所）

（池尻小）

福祉課 第一保育所 調理員 松井 宏美 （学校教育課学校給食センター）

（初任者）

8
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（中津原小）

方城診療所 看護師 村上 悦子 （保健課）

伊方小学校

● 生涯学習課 公民館係 ☎28-4100
（鷹峰中）

中園 仁美 教頭
手嶋 恵治 先生
次原かおり 先生
橋村 哲徳 先生

機構の変更点
（方城中）

春永功次郎 教頭
田中 朋美 先生
中村
葊 先生
田中 美佳 先生
髙栁 麻巳 先生

（市場小）

広規 教頭
啓嗣 先生
昇一 先生
沙静 先生
石塲
大澤
右田
西本

（初任者）

二宮 明美 先生
北島 友輔 先生
平尾 真弓 先生
栁田 玄仁 先生

（上野小）

川上三千夫 校長
神﨑 未悠 先生
沖島美恵子 先生
澤村真奈美 先生
楠
信弘 先生
佐藤 吉邦 先生

（弁城小）

保健課 主査 藤井 浩二 （総務課）

弁城小学校

方城診療所 主事 紫 逸平 （新規採用）

久原 琢磨 教頭 （大任小）
森
留美 先生 （河東小）
宮本真由美 先生 （金田小）

保健課 主事 斉藤 亮磨 （生涯学習課）

上野小学校

方城診療所 医師 西田 紗季 （新規採用）

馬場 利文 先生 （弁城小）
村上 正啓 先生 （添田小）
勇
裕成 先生 （金田小）
永津 明敏 先生 （伊方小）

保健課 主事 野瀬 真由美 （新規採用）

市場小学校
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