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八木支所�

議会事務局�出納課�

教育委員会�
教育次長　東野 　裕和�

参　　与　國府 　正典�
（八木支所長事務取扱）�

選挙管理委員会事務局�
蕁68-0002�

局　　長　総務課長兼務�
�

固定資産評価審査委員会事務局�
蕁68-0004�

局　　長　税務課長兼務�
�

公平委員会事務局�
蕁68-0061�

局　　長　監査委員事務局長兼務�

農業委員会事務局�
蕁68-0067�

局　　長　川　 　清史�
課長補佐　塩内 　公博�
係　　長　西岡 　龍助�

�
監査委員事務局�
蕁68-0061�

局　　長　中西 伊三雄�
局長補佐　谷村 　孝一�

蕁68-0059�
 局　　長  勝山 　秀良�

課長補佐　森 　　雅克�
係　　長　西村 　和代�
　　　　　井上 美由紀�

蕁68-0058�
会計管理者  永口 　茂治  �

課　　長　寺尾 眞知子�
課長補佐　藤田 　良則�
　　　　　大秦 　典子�
　　　　　大嶋 　友子�

教育総務課�
蕁68－0055�

課　　長　榎本 　泰文�
課長補佐　犬石 　圭一�
課長補佐　山口 　浩之�

総務係�
係　　長　柴田 　裕子�
　　　　　西 　亜希子�

施設係�
係　　長　（山口補佐兼務）�
　　　　　奥村 　良浩�
　　　　　塩貝 　　直�

学校教育課�
蕁68－0056�

課　　長　勝山 美恵子�
課長補佐　今西 　　均�

学務係�
係　　長　矢田 　明美�
　　　　　山内 　紀子�
　　　　　山口 　美香�

指導係�
係　　長　寺田 　成樹�
　　　　　西村 　孝之�
　　　　　上西 　奈穂�

文化財保護係�
係　　長　（浅田補佐兼務）�
　　　　　辻 　健二郎�
　　　　　谷口　　 悌�
　　　　　井尻 　智道�

社会教育課�
蕁68－0057�

課　　長　岸本　　 薫�
課長補佐　浅田 　徳男�
課長補佐　西田 　　均�
課長補佐　塩貝 　義久�
　　　　　 （日吉担当）�
課長補佐　中西　 明広�
　　　　　 （美山担当）�
課長補佐　平井 　静男�
　　　　　 （八木担当）�
社会教育係�

係　　長　今西 　良匡�
係　　長　佐々谷 瑞穂�
係　　長　出野 　法子�
　　　　　 （日吉担当）�
　　　　　湯浅 　康弘�
　　　　　浅田 　妙子�
　　　　　 （八木担当）�
　　　　　山田 　真美�
　　　　　長野 　久好�
　　　　　仲田 　佳史�
　　　　　 （美山担当）�
　　　　　村上 　貴子�
社会体育係�

係　　長　前田 　　厚�
　　　　　山下 　　剛�
　　　　　川勝 建太朗�

図書館係�
係　　長　大西 　敏之�

上水道課�
蕁68－0053�

課　　長　寺尾 　吾朗�
課長補佐　湯浅 　　誠�

庶務係�
係　　長　内藤 　一広�
　　　　　藤田 　和穂�
　　　　　吉田 　由紀�

管理係�
係　　長　松本 　純一�
係　　長　矢野 　哲也�
　　　　　中川 　　隆�
　　　　　宅間 　俊之�
　　　　　村下 　　一�
　　　　　小寺　 祐司�

下水道課�
蕁68－0054�

課　　長　栃下 　孝夫�
課長補佐　前田 　好久�
課長補佐　山内 　　潔�
課長補佐　早川 　　忠�

庶務係�
係　　長　（早川補佐兼務）�
　　　　　中澤 　美鈴�
　　　　　岩崎 　　学�

建設係�
係　　長　中島 　　亮�
　　　　　平野 　成広�
　　　　　八木 　尚也�
　　　　　奥村 　雅史�

上下水道部（八木庁舎内）�
部　　長　井上 　修男�

八木支所　TEL：（0771）42－2300（八木町区域から利用される方）�
TEL：（0771）68－0020（園部、日吉、美山町区域から利用される方）�
FAX：（0771）42－5616

日吉支所　TEL：（0771）68－0030�
　　　　　FAX：（0771）72－1005
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1階
参与室
地域総務課【68－0020】　健康福祉課【68－0022】�
産業建設課【68－0024】　宿直室

八木支所

上水道課【68－0053】　下水道課【68－0054】�

八木文化ホール

日吉支所

1階
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4階 日吉市民センター
参与室
地域総務課【68－0030】�
健康福祉課【68－0032】�
産業建設課【68－0034】�
宿直室

産業建設課�
蕁68－0024�

課　　長　三觜 　　茂�
課長補佐　柴田 　建司�
産業振興係�

係　　長　國府 　博美�
　　　　　稲荷 　貞人�

建設係�
係　　長　（柴田補佐兼務）�
　　　　　片山 　正人�

健康福祉課�
蕁68－0022�

課　　長　中川 　貞行�
課長補佐　西岡 　恭子�
市民福祉係�

係　　長　（西岡補佐兼務）�
　　　　　福嶋 　宣子�
　　　　　浅田 　　誠�
　　　　　中川 　博美�
　　　　　川勝 美穂子�
　　　　　藤田 　武久�
　　　　　　橋 　花奈�

地域総務課�
蕁68－0020�

課　　長　西村 　良平�
課長補佐　西田 登美夫�

総務係�
係　　長　森 　　康高�
　　　　　中川 　佳則�
　　　　　津原 真由美�
　　　　　村山 　早苗�
　　　　　川人 富美子�
地域振興係�

係　　長　小西 　富夫�
　　　　　田村 　祐子�

蕁68－0020㈹・FAX42－5616�
（八木町の方 蕁42－2300）�
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