
 

 ・高鍋町役場を紹介します 

 ・平成２９年度から始まる新たな動きについて紹介します！ 

 ・副町長就任 退任のあいさつ 

 ・知っていますか？高鍋自然愛好会 

 ・『まんぷくTAKANABE』でお腹も心も満たしましょう！ 

  ・平成２９年度 高鍋町一般会計当初予算 

 ・再編交付金で学校施設が整備されました 

 ・平成２８年度 たかなべ未来づくり事業報告  

 ・平成２９年度 高鍋町消防団幹部・部長のみなさん 

 ・平成２９年度 高鍋町交通指導員のみなさん 

 ・平成２９年度 高鍋町行政事務連絡員を紹介します 

 ・宝くじ助成金で整備されました   ・まちの話題    

 ・わが町の宝物 



①町民の立場に立って物事を考え、行動できる職員 

②高い専門的知識を持ち、政策形成能力や法務能力等に

 優れた職員

③広い視野と先見性を備えた職員

④公務員としての使命感と高い倫理観を備えた職員

29

西都児湯消費生活相談センター開設 

 相談者にとってよ

り良い解決方法に導

けるようなお手伝い

をしていきたいです。

　どんな小さなこと

でも良いので、消費

生活のことで困った

ことがあったら相談

してくださいね。 

高鍋町子ども家庭支援センター「みらい」開設 

 相談件数  相談件数 

西都市 132  高鍋町 127 

新富町 89  西米良村 4 

木城町 19  川南町 69 

都農町 56  計 496 

平成27年度 消費者生活相談の現状 

西都児湯消費生活相談センター 

（町民生活課隣り） 

 ℡：23 2- 110 

一人で悩まず、気軽

に相談してください♪ 
 

高鍋町子ども家庭支援

センター(役場別館１階) 

℡35 3- 310 

 

 18歳未満のお子さんがいる家庭などを対象とし、

子育てに関するあらゆる相談に応じます。 

 ひとり親で子どもの進路について悩んでいる 

 子どもが学校に行きたがらない など 

 内容のほかに、相談内容をはじめとする個人情報

などの秘密は固く守られます。 

 

 相談者の方が、少しで

も元気になることができ

るような関わりを心がけ

たいです。 

 委嘱式を行った「ずん」の 

 やすさんと黒木町長 

 

 

 

相談員：(右)関久美子さん 

      (左)瀬川友美  さん 

「高鍋町人材育成基本方針」から抜粋 

 

 

 

 

 

高鍋町役場職員として求められる職員像 
29

  

点検商法・ワンクリック

請求・送りつけ商法・通

販トラブル・架空請求 

など私たちにとって身近

な消費生活に関するトラ

ブルです。 

消費者トラブルとは 

 ⇒

 ⇒

何を相談できるの？ 

相談内容の秘密は守られるの？ 

 相談員：山元 絵美  さん 

【川崎】町で行う委託や備品購入等の契約業務を

担当しています。窓口では、笑顔を絶やさず、親切

で丁寧な対応を心がけています。 

【江藤】町ホームページや情報公開を担当してい

ます。窓口では、その方の立場になって、より分か

りやすく説明できるよう心がけています。 

【兵藤】認定農業者や農業用廃プラスチックの担当を

しています。｢役場の手続きは大変｣等の思いを和らげるた

め、易しい言葉を使うようにしています。 

【岩野】町道工事や町道・水路等の境界確認などを

担当しています。窓口では、お客さまの話をよく聞き、丁

寧で迅速な対応を心がけています。 

【佐藤】水道会計の出納管理をしています。窓口で

は、話をよく聞くことで必要な情報を判断し、分かりやすく

説明するよう心がけています。 

【橋本】国民年金や国民健康保険の各種手続きを担

当しています。話しやすい雰囲気を作り、分かりやすい説

明でお客さまが満足して帰られるよう心がけています。 

【金城】家庭ごみに関することや墓地使用の手続き等

を担当しています。窓口では、いつでも明るく対応するよ

う心がけています。 

【緒方】保育園や子育て応援フェスティバルを担当し

ています。話しやすい雰囲気を作り、お客さまに必要な

情報を簡潔に分かりやすく伝えることを心がけています。 

【金谷】国民健康保険や後期高齢者医療の担当をし

ています。窓口では、その方の立場になって、分かりや

すく丁寧な対応を心がけています。 

【中野】町民税の課税や課税証明書等の発行を担当

しています。お客さまには、専門用語ではなく、分か

りやすい言葉で説明することを心がけています。 

（右から） 総務課  契約管財係 

政策推進課  情報政策係 

産業振興課  産業企画係 

建設管理課  管理係 

上下水道課  上水道管理係 

川崎 奈穂美 

江藤 眞志 

兵藤 衣重 

岩野 辰也 

佐藤 留美 

（右から） 町民生活課 戸籍住民・年金係 

町民生活課 環境保全係 

福祉課 子ども支援係 

健康保険課 国保・高齢者医療係 

税務課 町民税係 

橋本 由香

金城 成郎

緒方 愛子

金谷 淳平

中野 茜 
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会員募集中です！ 

興味のある方は、 

℡22-1460まで。 

 児玉
こ だ ま

 洋一
よういち

副町長 

川野
か わ の

 文明
ふみあき

前副町長

河野製茶工場 

お茶「コフンノミドリ」 

 たかなべギョーザ×餃子の馬渡 

餃子食べ比べセット 

ながとも農家 

ひまわりキャベツ加工品 

ひょっとこ堂 

シロップ「おやたんこみる」 

ヤミー・フードラボ 

小分け珍味８種 
 み

藤原牧場 

牛すじしぐれ煮・焼酎もろ

漬けサイコロステーキ 

べにはな 

ステーキソース 

「べにはなの辛味」「昭和の秘伝」 

26
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46
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28

       ◆河野製茶工場 

   ◆㈱餃子の馬渡 

   ◆㈲たかなべギョーザ 

   ◆ながとも農家 

   ◆㈲長谷川修身商店  

      長谷川だんご 

   ◆㈱ひょっとこ堂 

   ◆㈲藤原牧場 

   ◆べにはな 

   ◆㈱ヤミー・フードラボ 

参加事業者


