出納室
会計係主事 梅原 美由希 ︵方城支所 地域振興課出納係︶

総務課
課長 松井 清司 ︵方城診療所事務長︶
庶務 ・人事係長 深見 健児 ︵税務課賦課係︶

課長 田中 敏明 ︵建設課長︶

産業振興課

コスモス診療所庶務係長 戸次 光生 ︵税務課収納対策係︶

方城診療所事務長 村田 義美 ︵方城支所 住民生活課長︶

診療所

コスモス保健センター主査 谷本 信義 ︵財政課管財係︶

課長 宮崎 春美 ︵企画課長︶

保健課

福祉係主事 藤井 浩二 ︵住民課国民健康保険係︶

福祉係主査 田中 朋之 ︵人権 ・同和対策課人権 ・同和対策係︶

介護保険係長 井戸 ひとみ ︵住民課国民健康保険係︶

福祉係長 相原 明 ︵学校教育課学校教育係︶

福祉課

隣保館係長 森田 孝幸 ︵赤池支所 住民生活課福祉係︶

隣保館係長 貞国 久美子 ︵建設課庶務係︶

人権 ・同和対策係長 鈴木 秀一 ︵学校教育課方城給食センター︶

人権 ・同和対策係長 辰島 繁雄 ︵人権 ・同和対策課隣保館係︶

人権 ・同和対策係長 平川 正貞 ︵財政課国土調査係︶

人権 ・同和対策係長 森 宏太郎 ︵総務課庶務係︶

人権・同和対策課

は前職︒
月 日付で行った町職員の異動をお知らせします︒
︵ ︶

人事異動
消防 ・防災 ・選挙係長 早麻 正秀 ︵コスモス診療所庶務係︶
総務課付け係長 立花 哲二 ︵住民課国民健康保険係︶
庶務 ・人事係主事 太田 恭子 ︵出納室会計係︶

庶務 ・人事係主任主事 鉄谷 江利子 ︵企画課広報 ・広聴係︶
庶務 ・人事係主事 前川 司 ︵住民課住民係︶
庶務 ・人事係 二場 太一 ︵方城支所 住民生活課住民係︶

財政課
課長 森山 豊 ︵企画課長︶
管財 ・国土調査係長 鳥井 功 ︵人権 ・同和対策課人権 ・同和対策係︶
財政係主査 安永 義明 ︵福祉課福祉係︶
管財 ・国土調査係主査 萬田 信之 ︵住民課医療 ・保険係︶
管財 ・国土調査係 奈木野 睦朗 ︵公民館兼社会体育課町民プール︶

国土調査係主任主事 原田 亨︵方城支所 地域建設課維持管理係︶
管財 ・

企画課
広報 ・広聴係主任主事 並川 昌太郎 ︵産業振興課産業 ・商工観光係︶

課長 小林 省吾 ︵赤池支所 支所長兼地域振興課長︶
広報 ・広聴係主事 日吉 由香 ︵方城支所 住民生活課住民係︶

税務課
課長 浦田 晴孝 ︵赤池支所 住民生活課長︶
賦課係長 吉田 春樹 ︵水道課業務係︶

農林係兼農業委員会係主任主事 小松 卓美 ︵総務課人事係︶

産業 ・商工観光係長 吉田 憲治 ︵福祉課介護保険係︶

収納対策係長 植田 秋彦 ︵税務課賦課係︶
収納対策係長 木村 長徳 ︵赤池支所 地域振興課出納係︶
産業 ・商工観光係主事 澤井 明子 ︵福祉課福祉係︶

賦課係主査 中島 恵子︵産業振興課農林係兼農業委員会係︶

住民課
建設課

課長 石谷 敏行 ︵公民館兼社会体育課長︶

水道課
業務係長 西 頼子 ︵総務課消防 ・防災 ・選挙係︶
業務係長 立花 繁樹 ︵赤池支所 住民生活課住民係︶

方城給食センター係長 池長 正明 ︵保健課コスモス保健センター︶

学校教育課
学校教育係主査 八代 賢一 ︵企画課電算 ・地域情報係︶

課長 田村 一人 ︵産業振興課長︶

生涯学習・人権同和教育課
ふれあい塾係長 久富 英雄 ︵人権 ・同和対策課人権 ・同和対策係︶

課長 稲富 博文 ︵方城支所 地域建設課長︶

公民館兼社会体育課

支所長兼課長 山本 正則 ︵財政課長︶

赤池支所 地域振興課
庶務係 長野 陽一 ︵総務課庶務係︶

赤池支所 住民生活課
課長 石井 康文 ︵生涯学習 ・人権同和教育課長︶
保険係主事 坂田 早苗 ︵水道課業務係︶

福祉係主査 小松 弘子 ︵人権 ・同和対策課隣保館係︶

赤池支所 地域建設課
維持管理係長 中村 英二 ︵建設課土木係︶

庶務係 原田 健 ︵公民館兼社会体育課町民プール︶

方城支所 地域振興課

課長 山口 忠秋 ︵住民課長︶

方城支所 住民生活課
住民係長 中山 利明 ︵住民課環境衛生係︶

課長 杉 信生 ︵総務課長︶

住民係 山根 潤太郎 ︵公民館兼社会体育課町民プール︶

きさの場合は、資源ごみ（その他の不燃物）扱いにな

りますので、青色の指定袋に入れて、月 1 回の不燃物

日立住宅・方城団地・野添住宅・迫・中原・野添

の収集日に出してください。

局通り・新門住宅・宝珠・松原・丸山・久六・長浦・広谷・音丸・

収集できないごみは、販売店に引き取ってもらうか、
専門の処理業者へ依頼してください。

上弁城・浄万寺住宅・向陽団地・矢久保・東ヶ丘・古門住宅・

10 月 28 日 ㊏

大黒住宅・東長浦住宅・浄万寺・職員区・新町(方城）
・湧淵団地

役場住民課環境衛生係 ☎ 22‑7761

住民のかたから、犬のふんが放置されているという苦情がたくさん寄せられてい

飼い犬への苦情が多発しています！

ん

課長 谷口 重太郎 ︵保健課長︶

犬の登録は生涯 1 回。登録をして、毎年 1 回、狂犬病予防注射を

繁殖を望まない場合には、飼い主の責任で繁殖制限をしましょう。

避妊・去勢手術は犬に害のあるものではなく、不幸な子犬をつく

犬や子ねこが処分されています。

避妊・去勢手術をすることで、攻撃性が少なくなります。おとな

維持管理係長 池長 和美 ︵住民課環境衛生係︶

の回収用具を持ち歩き、後始末を必ず行い､ 衛生的なまちづくりにご協力ください。

建築係長 白石 敏幸 ︵赤池支所 地域建設課維持管理係︶

丘・新門入口・公園通り・東古門・中古門・西古門

流し台・農薬・医療系廃棄物・塗料・劇薬・ワイヤー・
シンナー・ガソリン・灯油・便器・ドラム缶・汚泥・
灰・建設廃材・瓦・土砂・スレート

草場 (方城）
・前村・清先・野地・春田・新門・萩ヶ原住宅・鶴ヶ

×××
10 月 14 日 ㊏

方城支所 地域建設課

課長 林 敏彦 ︵住民課長︶

犬の散歩コースの道路や公園は､ 住民共有の財産であり､ わたしたちの住んでい

土木係長 森野 和彦 ︵財政課管財係︶

る町の一部ですから、常に快適で衛生的に保ちたいものです。 犬の散歩には、ふん

環境衛生係長 藤林 俊文 ︵産業振興課農林係兼農業委員会係︶

原性大腸菌などのような病気への感染も心配です。

土木係長 中川 和親 ︵住宅課建築係︶

東区・見六・八幡町・山の手・湯場通り・大正町・岩留住宅・

住宅課

しい性格になり、吠え声も減ってきます。

吠え声

らないための最良の方法です。福岡県では、毎年 1 万頭以上の子

妊
不

受けることが義務づけられています。

狂犬病

ださい。

８

医療 ・保険係長 光井 英一 ︵方城支所 住民生活課住民係︶

Answer メーカーで引き取ってもらうか、袋に入る大

10 月 7 日 ㊏

36
37

冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコン・パソコン・
タイヤ・バイク・LP ボンベ・油類・ピアノ・金庫・

10 月 21日 ㊏

住民係主査 惣川 孝子 ︵人権 ・同和対策課人権 ・同和対策係︶

10 月は方城地区です。午前 8 時から収集を行いますので早め

医療 ・保険係主事 田吹 奈緒子 ︵赤池支所 住民生活課保険係︶

放し飼いは条例で禁止されています。敷地内でつなぐか、逃走し

１

医療 ・保険係長 大島 一彦 ︵福祉課福祉係︶

ます。ふんの不始末は、他人に不快な思いをさせるうえ、社会問題になっている病

ふ

ない柵内などで飼いましょう。散歩の時は必ず引き綱をつけてく

放し飼い
役場住民課環境衛生係
☎ 22‑7761

次のものは収集できません

久六団地・方城診療所・立岩住宅・慈恵病院・後谷・塚口

環境衛生係主査 田丸 義雅 ︵税務課収納対策係︶

ださい。赤池地区の次回収集は 2 月になります。

出したらいいのですか？

ます。金田地区の 9 月の粗大ごみ収集日は、広報 8 月号をご覧く

家庭用のプリンタなどはどうやって

にお出しください。作業状況により収集時間が遅れる場合もあり

粗大ごみ 1 点につき 1 枚、「粗大ごみ
専用シール」を貼ってください！

粗大ごみを収集します

