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　10 月 25 日、白鳥西小の児童（3年生 24 人）が
市役所を訪問。
　職員の説明を聞きながら各係の役割をノートに
書きこんでいました。
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市税等の納付窓口について
　鉾田市の市税および保険料などは、下記の窓口で納
付できます。
　また、旧旭・鉾田・大洋の旧３町村が発行した各種
納付書も同様に下記の窓口で取り扱いいたします。

（市役所）　　鉾田市役所（会計課）
　　　　　　　旭総合支所（会計課分室）
　　　　　　　大洋総合支所（会計課分室）

（銀行等）　　常陽銀行　
　　　　　　　関東つくば銀行　
　　　　　　　東日本銀行　
　　　　　　　茨城銀行　　　　　
　　　　　　　水戸信用金庫　　　の各本店、支店　
　　　　　　　茨城県信用組合　
　　　　　　　かしまなだ農協　
　　　　　　　茨城旭村農協

（郵便局）　　東京・茨城・埼玉・千葉・神奈川・
　　　　　　　群馬・栃木・山梨の各都県の郵便局

お　礼
　10月に実施された国勢調査に際しまし
ては、皆さまのご協力により、調査票を回
収することができました。
　今後、総務省で集計され、結果は新聞、
インターネットなどで順次公表されます。

製造事業所の皆さまへ製造事業所の皆さまへ

統計調査にご協力を統計調査にご協力を

　平成17年工業統計調査を実施しますので
ご協力をお願いします。

調査期間　　12月～1月　
　　　　　　調査員がお伺いします。

調査項目　事業所形態
　　　　　従業者数
　　　　　製造品出荷額　ほか

　　企画課　1３３－２１１１

※ データは12月31日現在で記入下さい。 
（正確なご記入をお願いします）
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議長に倉川陽好氏（写真右）、
副議長に野口忠篤氏が就任さ
れました。

平成18年　成人式平成18年　成人式
　旧３町村（旭・鉾田・大洋）の合同で開
催いたします。

と　き　Ｈ18.１.８（日）
　　　　　　受付９：30　　式典10：30
会　場　鉾田総合公園体育館
対象者　S60.４.２～S61.４.１生まれの方

　　生涯学習課（旭支所内）137－1111

※ 11月１日現在鉾田市に住所がある方に
は、事前に通知を差し上げます。

※ 鉾田市に住所がない方で、式典に出席
する場合は、生涯学習課までお申し込
みください。（12／22まで）

問

訂正
10月号の平成16年度決算額に誤りがありま
した。

　下記のとおり訂正いたします。
（7ページ）旭村水道事業企業会計

（11ページ）大洋村水道事業企業会計

収　入 支　出
収　益 3億 4351 万円 2億 8726 万円
資　本 9685 万円 1億 4281 万円

収　入 支　出
収　益 2億 8581 万円 2億 7633 万円
資　本 1億  369 万円 1億 5837 万円
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氏　　　名 担　当　区（役職）
井坂正次 （いさかまさじ） 飯田
大貫政好 （おおぬきまさよし）柏熊  上諏訪
井川廣 （いがわひろし） 烟田  玄生  小高根  白塚
栗田英夫 （くりたひでお） 勝下新田  冷水  西勝下  樅山　
矢澤冨一 （やざわとみいち） 造谷第２　造谷第３（会長代理）
野口修 （のぐちおさむ） 野友  堀の内
藤野力雄 （ふじのりきお） 青柳  郡境
菅谷俊春 （すがやとしはる） 下沢
佐々木晴美 （ささきはるよし） 大沼
二重作茂兵衛（ふたえさくもへえ）借宿  須賀  粟野  借宿新田
永井司 （ながいつかさ） 台の浜  青山  小角台  賀山
増子好哉 （ましこよしや） 札  阿玉
小田弘 （おだひろし） 桜本  七軒町  横町  古宿  新町
佐藤清雅 （さとうきよはる） 吾妻原  東原  金並
石﨑千惠子 （いしざきちえこ） 滝浜  滝浜新田  湯坪  柏熊新田
窪輝義 （くぼきよし） 三和  玉田  野田
大原善雄 （おおはらよしお） 濁沢
久保勝男 （くぼかつお） 下沢  飯島
小島宗右衛門（おじまそうえもん）（会長）
塙輝雄 （はなわてるお） 安塚  田中  宮内  青山  美原
川島利市 （かわしまとしいち）上富田  下富田  藤沼  下吉影
磯山勝信 （いそやまかつのぶ）安房南  安房北  安房高野  靱負
久野久 （くのひさし） 舟木
石津治雄 （いしづはるお） 町山  武与釜
林田力 （はやしだちから） 和岡  大神
飯島武男 （いいじまたけお） 上太田
柳沢茂重 （やなぎさわもじゅう）汲上上宿  汲上下宿  椎の内  別所釜
飯岡茂治 （いいおかしげはる）堺釜　京知釜
飯島清 （いいじまきよし） 大蔵  田塚
平沼邦雄 （ひらぬまくにお） 大竹　下荒地　岡堀米
川澄信治 （かわすみのぶはる）造谷第１  常磐第２

大和田勝雄 （おおわだかつお） 旭町  御城  仲須  西町  本橋町  上宿  
昭和町  本町  塔ヶ崎  西台  飯名

遠峰啓一 （とおみねけいいち）上幡木  中居
鬼沢正義 （おにざわせいぎ） 下太田
井川精一郎 （いがわせいいちろう）田崎
鬼沢忠三 （おにざわちゅうぞう）上鹿田
石嵜正行 （いしざきまさゆき）沢尻  荒地

田山政人 （たやままさと） 徳宿新田  東野  滝浜  樅山　徳宿本郷  
駒木根

横田貞夫 （よこたさだお） 新里  寄居  当間  坂戸
橋本正大 （はしもとせいだい）下鹿田
仲田勝義 （なかたかつよし） 上沢  荒地  組塚
矢澤義一 （やざわよしいち） 南野  石八戸  額賀  大戸  秋山
細谷勇一 （ほそやゆういち） 菅野谷  大和田  紅葉  大川  上合
梶山昇吾 （かじやましょうご）梶山　和田　二重作（会長代理）
吉田喜憲 （よしだよしのり） 勝下
今泉武 （いまいずみたけし）上釜
菅谷新一 （すがやしんいち） 札  江川
田嵜健司 （たさきけんじ） 鳥栖本郷  鳥栖新田
小沼丈夫 （おぬまたけお） 半原  西半原
皆藤純一 （かいとうじゅんいち）子生  子生第２  常磐第１
伊東俊正 （いとうとしまさ） 串挽上  串挽下  高田
白田庫夫 （はくたくらお） 箕輪
岸田馨 （きしだかおる） 田子沼  高釜

氏　　　名 所属委員会
方波見和彦 （かたばみかずひこ） 市民生活
水上美智子 （みずかみみちこ） 文教福祉
小川一彦 （おがわかずひこ） 産業経済建設
入江晃 （いりえこう） 市民生活
江沼久男 （えぬまひさお） 文教福祉（委員長）

鬼沢仙壽計 （おにざわせんすけ） 文教福祉
小沼俊秀 （おぬまとしひで） 産業経済建設
飯塚幸右衛門（いいつかこううえもん） 文教福祉
出沼丈夫 （いでぬまたけお） 市民生活
畠長弘 （はたたけひろ） 総務企画
井川茂樹 （いがわしげき） 産業経済建設（委員長）
米川宗司 （よねかわそうじ） 市民生活（委員長）

岩間勝栄 （いわまかつえい） 総務企画
菅谷達男 （すがやたつお） 市民生活
小野瀬信夫 （おのせのぶお） 市民生活
小泉茂尋 （こいずみしげひろ） 総務企画
坂爪衛 （さかづめまもる） 総務企画（委員長）

小見恒司 （おみつねじ） 総務企画
友部政德 （ともべまさのり） 文教福祉
大川佐一 （おおかわさいち） 総務企画
新堀喜弘 （にいほりよしひろ） 総務企画
𠮷田一男 （よしだいちお） 産業経済建設
青木富美男 （あおきふみお） 産業経済建設
山口德 （やまぐちたかし） 総務企画
和田茂 （わだしげる） 産業経済建設
中山尚治 （なかやまゆうじ） 文教福祉
市毛勇 （いちげいさむ） 市民生活
栗田洋 （くりたよう） 文教福祉
下河邊一良 （しもこうべかずよし）文教福祉
菅谷幸雄 （すがやゆきお） 市民生活
日髙貞雄 （ひだかさだお） 市民生活
東峯猛 （とうみねたけし） 産業経済建設
小沼洋一 （おぬまよういち） 市民生活
山﨑進 （やまざきすすむ） 市民生活
須澤正孝 （すざわまさたか） 産業経済建設
田口清一 （たぐちせいいち） 文教福祉
飯島幸夫 （いいじまゆきお） 総務企画
㔟司正躬 （せいしまさみ） 市民生活
関根源三 （せきねげんぞう） 文教福祉
小沼輝雄 （おぬまてるお） 産業経済建設
米川武 （よねかわたけし） 総務企画
髙野武夫 （たかのたけお） 産業経済建設
堀田正秀 （ほったまさひで） 産業経済建設
久保勝男 （くぼかつお） 市民生活
高野隆徳 （たかのたかのり） 総務企画
鬼澤寛 （おにざわひろし） 産業経済建設
石﨑良一 （いしざきよしかず） 産業経済建設
野口忠篤 （のぐちただあつ） 総務企画　副議長
鈴木邦彦 （すずきくにひこ） 文教福祉
高野衛 （たかのまもる） 総務企画
倉川陽好 （くらかわあきよし） 議長
大槻武德 （おおつきたけのり） 文教福祉
石津武吉 （いしづたけよし） 市民生活
堀田正衛 （ほったしょうえ） 文教福祉
田口正男 （たぐちまさお） 産業経済建設
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▲市役所の様子

１階２階

３階

市役所内各課配置図
1３３－ 2１１１
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　鉾田市誕生に伴い、福祉事務所が設置されました。福祉事務所では、
従来の役場福祉担当課で行なっていた業務に加え、生活保護や家庭児
童相談などの業務を行なっています。
　※ 福祉に関する申請については、各総合支所の福祉保険課でも受け
付けています。

社会福祉課
人権擁護・障害者福祉（各種
手帳の申請、手当の支給）
生活保護

介護福祉課 高齢者福祉・在宅高齢者支
援・介護保険

子ども家庭課
保育所・家庭児童相談
児童手当・児童扶養手当
医療福祉費

【福祉事務所で取り扱う主な業務】

家庭児童相談室
　子育ての不安や悩みなど
の相談を受け付けます。
　気軽にご相談下さい。
■相談方法
　電話による相談、または
直接相談室へ。相談は無料
です。
■受付時間
　平日　9：00 ～ 16：00
■相談場所
　福祉事務所
　（子ども家庭課内）

　　福祉事務所　1３３－２１１１問

１階

２階

福祉事務所内配置図
1３３－ 2１１１

福祉事務所設置のご案内福祉事務所設置のご案内福祉事務所設置のご案内福祉事務所設置のご案内

福祉事務所の配置

敷地内の配置図
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旭総合支所内配置図
1３７－１１１１

大洋総合支所内配置図
1３９－３３１１
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市 民 課
戸籍　住民基本台帳　印鑑登録・証明
埋火葬許可　外国人登録　県民交通災
害　原動機付自転車登録　市税全般

福祉保険課
福祉全般　生活保護
国民健康保険　国民年金　老人保健
介護保険

生活環境課
廃棄物対策　浄化槽　狂犬病予防
土採取　墓地　防災　交通安全対策
防犯

経済建設課
農業振興　農政企画　畜産　商工観光
道路関連　道路維持管理　

（農業委員会分室） 各種申請　証明書発行　農業者年金

地籍調査課 地籍調査　

会計課分室 現金の出納・保管

各総合支所の主な業務

大洋駅大洋水道事務所

国
道　

号
51

国道
354
号
大洋総合支所

大洋水道事務所
1３４－５６７７

鉾田駅

鉾田市役所

新鉾田駅

鉾田水道事務所

鉾田水道事務所
1３２－４３３３

教育委員会配置図
　（旭総合支所 2階）

1３７－１１１１

水道事務所

旭水道事務所
1３７－４７０３

国
道　

号
51

旭保健センター

鹿島旭駅

旭水道事務所
（旭総合支所敷地内）
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■主な施設　 大集会室　集会室　和室（2）
　　　　　　会議室（大2・小2）

■休館日　　月曜日　12／29～ 1／3

■開館時間　 9:00～ 17:00
　　　　　　（17:00～ 22:00は予約団体のみ）

鉾田中央公民館  133－ 2030
鉾田市鉾田1444－ 1

■主な施設　 講堂　会議室（大・小）　和室（大・小）
　　　　　　視聴覚室　調理室　図書室

■休館日　　月曜日　12／29～ 1／3

■開館時間　9:00～ 17:00
　　　　　　（17:00～ 22:00は予約団体のみ）

旭公民館  137－ 1118
鉾田市造谷1141－ 3

■主な施設　大集会室　研修室　和室（大・小）
　　　　　　調理室　創作室　図書室

■休館日　　月曜日　12／29～ 1／3

■開館時間　9:00～ 17:00
　　　　　　（17:00～ 22:00は予約団体のみ）

大洋公民館  139－ 3305
鉾田市汲上2601

■開館時間
　9:00～ 18:00

■休館日
月曜日
毎月末日
12／29～1／3

市立図書館  133－ 2020
鉾田市1444－ 1

■主な施設　集会室　学習室
　 生涯学習課（旭支所内）137－ 1111

旭地区学習等供用施設
鉾田市造谷605－ 3

問

■主な施設　研修室
　 大洋支所　経済建設課　139－ 3311

ふる里見聞館
鉾田市大蔵28－97

問

施設紹介施設紹介

■開館時間　9:00～ 16:30

エコハウス  133－ 4433

鉾田市安塚地先

鉾田市環境学習施設
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■利用時間　8:30～ 21:30

■主な施設　野球場　庭球場　陸上競技場　体育館
　　　　　　弓道場　多目的グラウンド

鉾田総合公園  133－ 3340
鉾田市当間2331

■利用時間　8:30～ 21:30

■主な施設　野球場　庭球場　クロッケー場
　　　　　　体育館　トレーニング室
　　　　　　多目的グラウンド

旭スポーツセンター  137－ 2699
鉾田市田崎616－ 6

■利用時間　8:30～ 17:00
　　　　　　※庭球場の利用時間は21:30まで

■主な施設　太陽のいえ（研修室）　庭球場

くぬぎの森スポーツ公園  139－ 7255
鉾田市上沢1032－ 1

■利用時間　8:30～21:30
　 教育委員会　鉾田分室 

　　132―2030

鉾田南柔剣道場
鉾田市鉾田1469

問  
■利用時間　8:30～21:30
　 教育委員会　大洋分室

139―3305

大洋体育館
鉾田市大蔵1338－ 1

問
■利用時間　8:30～17:00
　 教育委員会　大洋分室 

　　139―3305

大洋運動場
鉾田市大蔵217

問

■利用時間　8:30～21:30
　 教育委員会　鉾田分室 

　　132―2030

鉾田北柔剣道場
鉾田市上冨田1019

問
■利用時間　8:30～21:30
　 教育委員会　大洋分室 

　　139―3305

大洋武道館
鉾田市大蔵1338－ 1

問
■利用時間　8:30～17:00
　 教育委員会　大洋分室 

　　139―3305

中居運動場
鉾田市中居1480－ 1

問

施設紹介施設紹介

このページに掲載されている施設の休業日
　月 曜 日（休日にあたる場合は翌日）
　年末年始（12／29～１／３）
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まちの話題

　青少年育成鉾田町民会議大竹
地区協議会主催による第 14 回
ジャンボカボチャフェスティバ
ルで初めて100キロを超えるカ
ボチャが出品されました。

（記録　単位kg）
1位 109 坪沼浩
2位 106 遠峰英次
3位  92 石田進　
4位  89 遠峰修
5位 86 栗山清二

敬称略

　鉾田第一高等学校で1年生を対象とした職業講話がありま
した。
　生徒の職業意識の向上を目的に実施しているもので今年が
３年目。今回は看護師、建築士、税理士、小説家など、同校
の卒業生を中心に12人が講師として招かれ、高校時代の思
い出を交えながら、これまでの経験で得られたこと、職業観
などを話されました。
　「高 1 では職業についてまだピンとこないだろうが、早い
うちからいろいろなきっかけを与えていきたい」と邊田益男
校長、講師からは「お世話になった学校への恩返しができ
た。これからも協力していきたい」と感想がありました。

生徒たちは興味のある職種の講師を選んで各教室へ

　公設鹿島地方卸売市場（神栖市）を会場に、第56
回茨城県消防ポンプ操法競技大会鹿島地区大会が行
なわれました。
　当日は秋晴れ、２ヶ月にわたる練習の成果を出す
には絶好のコンディションと思いきや、気温は 30
度近くまで上昇、家族や地元の方々の声援を受けな
がら汗だくの競技となりました。
　競技時間は約8分、競技を終えた選手たちのほっ
とした表情が印象的でした。

ポンプ車の部
優　勝 神栖市　速消車分団

敢闘賞 鹿嶋市　第 21分団

敢闘賞 鉾田町　石八戸分団

小型ポンプの部
優　勝 鹿嶋市　第 30分団

準優勝 旭　村　大沼分団

第 3位 大洋村　第 7分団

敢闘賞 鉾田町　借宿分団

敢闘賞 神栖市　第 1分団
※ 合併前のため、旧町村での出場となっ
ています。

成績

大洋村第7分団の競技より

大沼分団のみなさん（表彰式の後で）

9/17

9/24

10/2
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　高齢者の健康づくりや仲間づ
くりを目的に県健康福祉祭わく
わくスポーツ大会鉾田地区大会
が大洋村総合運動場（現・大洋
運動場）で開催されました。

グランドゴルフ、輪投げなど5種
目に鹿行各市町村から83チーム
（450人が参加）

練習の成果が出たでしょうか

　旭村の小学校児童が茨城県警
音楽隊による演奏を楽しみました。
　童謡、ジャズ、マーチ、映画
音楽など10曲が演奏され、知っ
ている曲が流れると、いっしょ
に歌いだす児童もいました。

旭西小の金管バンドと県警音楽隊
による合同演奏

指揮者にチャレンジのコーナー

　「HAT ☆ KIDS　
チャレンジショッ
プ」は、市内の小学
5 年生を対象とした
商売体験事業です。
今回は旭西小、徳
宿小・白鳥東小が
参加し商工会青年部
員の指導を受けなが
ら、商品の企画、仕
入れ、加工から販売
と、流通のしくみを
学びました。

　子どもたちは6月から準備をはじめ、アイデアを出し合いながら
販売品目を決め、10月8日にほっとパーク鉾田で開催された屋台村
に出店。ただ売るだけでなく、利益が出なければいけないというこ
とで、お店のデザインから
商品の並べ方にも工夫をこ
らし、一つでも多く買って
もらおうと大きな声でお客
さんを呼び込んでいました。

お客さんへの気づかいも学習のひとつ
言葉づかいも自然にていねいになり
ます

　大洋中校庭をメイン会場に
「たいよう活き活きまつり」と
「なかまで集うスポーツフェス
ティバル」が同時開催されまし
た。
　産業祭である活き活きまつり
には、地域を代表する農産物の
ほか北海道の大樹町との物産交
流で届けられた秋鮭などが販売
されました。
　天候にも恵まれ多くの方でに
ぎわいました。
　

毎年楽しみな「活き活き餅まき」
北海道旅行が当たる抽選会、ヘ
リコプターによる遊覧飛行も行
なわれました

Hot News HOKOTA

9/13

9/23

9/13
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  募　集募　集

　県内で環境保全に関する活動に対し公益信託から
助成金を受けることができます。

応募資格　　 県内の地方公共団体、または営利を目
的としない法人、団体、個人

対象事業　　 環境の保全活動、調査研究、普及啓発
活動など

助 成 額　　１件につき50万円程度を限度

応募方法　　 所定の「助成金交付申請書」がありま
す。（下記までお問い合わせ下さい。）

締　　切　　11／30（水）

　　常陽銀行法人事業部
　　　　1029－300－2647

読み聞かせコンクール 
応募資格　　個人・団体問わず

部　　門　　（　）は募集組、人数
　　　　　・朗読（60）
　　　　　・読み聞かせ　幼・小・中学校の部（５）
　　　　　　　　　　　　一般の部　　　　　（25）

申込締切　　12／16（金）

コンクール　朗読　　　　２／４（土）
　　　　　　読み聞かせ　２／25（土）

会　　場　　茨城県立図書館

　　茨城県立図書館　　1029－221－5569

　

大 会 日　　Ｈ18．１／22（日）
種　　目　　小学１.２年　0.8km　　　　中学生 3.0km　　　　
　　　　　　小学３.４年　1.7km　　　　高校生 5.0km  10km
　　　　　　小学５.６年 2.0km　　　　一般 5.0km  10km
参 加 費　　一般　　　　　　　2000円
　　　　　　小・中・高校生　　1000円
参加申込　（次の４つの方法のいずれか）
①郵便書留　（所定の払込用紙があります）　
②インターネット　http://www.nishi.comニシ・スポーツ　http://sportsentry.ne.jpスポーツエントリー
③電話　　　　1０５７０－０３７－８４６　　
④FAX　　　　ランニング情報誌　courir（クリール）の専用用紙

※②③④で申し込みの場合、参加費はクレジットカード、またはコンビニエンスストアでの納入となります。

問

県立農業大学校
募集学科　
　　農学科（20）　　　　畜産学科（10）
　　経営情報学科（10）　果樹園芸学科（10）
　　野菜園芸学科（20）　花き園芸学科（10）
　　※（　）は定員　就業年数はいずれも２年間

受験資格　　高卒（Ｈ18．３月卒業見込者含）
受付　　　
　　前期　12／19（月）～１／18（水）（試験日 １／31）
　　後期　２／６（月）～２／20（月）（試験日 ３／３）
　　県立農業大学校　1029－292－0010

鹿島産業技術専門学院
MOS試験受験対策

期間　　12／２（金）～27日（火）のうち毎火・金曜
　　　　　　　　　　　　18：00～21：00
内容　　MOS（エクセル2002）の受験対策
定員　　10名（先着順）　11／25（金）締切
費用　　2,900円（テキスト代等含）

　・　　　　県立鹿島産業技術専門学院
　　　　　　　　10299－69－1171

問

※受講料を持参のうえ、下記まで。

問 申込先

環境保全活動に助成金
「エコーいばらき」環境保全基金

しめきり12／15（木）

問

2006ほこたマラソン　エントリー開始
　　スポーツ振興課（旭支所内）
　　　1３７－１１１１
問

2004　ほこたマラソンから
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　　　　　シルバー人材センター

こんな作業はお任せ下さい
草取り　機械草刈　植木剪定・消毒
土木作業　大工　塗装
襖・障子・網戸張替
筆耕（賞状・宛名書き）
運転業務
農作業
屋内外清掃　など

　　シルバー人材センター　ワークプラザ鉾田
　　　132－4448　（入会に関するお問い合わせもどうぞ）

　

　鉾田と東京を結ぶ高速バスが 10月 1日
から運行を始めました。
　１日６往復で鉾田市内には串挽地内と
高田地内に停留所があります。

料　金
片道2000円
（小人は半額、
回数券有り）
所要時間
　約３時間

　　関鉄グリーンバス（株）
　　鉾田営業所　　133 － 3181

　霞ヶ浦大橋の通行料が 11 月 1 日から
無料となりました。

回数券の払戻しは 11／ 30（水）まで

　　霞ヶ浦大橋料金所
　　　　10299 － 55 － 2372
　　茨城県道路公社1029－ 301－ 1131
　　http://www.i-road.or.jp

　　ジョブカフェろっこう（鉾田合同庁舎内）
　　　　133－5267（9：00～16：00）
（県内のジョブカフェ）
いばらき就職支援センター 1029－300－1715
日立商工会議所会館内 10294－24－1118
筑西合同庁舎内 10296－22－0163
土浦合同庁舎内 1029－825－2822

　　 http://www.jobcafe-ibaraki.jp/

問

　ジョブカフェは若者の仕事探しをお手伝いするサービ
スセンターです。
　専門のカウンセラーが相談に応じ、県内のジョブカ
フェネットワークで情報を得ることができます。

就職のことは何でもご相談下さい
・仕事の紹介　　　　・履歴書の書き方
・職種の適性診断　　・e ラーニング
・面接の受け方など　・求人情報検索閲覧

いばらき就職支援センター
求人情報・就職支援セミナー案内・適性診断など
無料で相談に応じています。

　　　鹿行地区センター（鉾田合同庁舎内）
　　　　　134－2061（9：00～16：00）
問

会員は10月現在242人、年間事業と
して、作業にかかわる技能講習会や
親睦のためのレクリエーションを開
催しています。

　シルバー人材センター
では 10 月のセンター事
業普及啓発促進月間にあ
わせ、道路沿いや駅前な
どで環境美化活動をして
います。
　鉾田市誕生をひかえ
た10月6日、センター会
員（約140人）が市役所
敷地とその周辺で樹木の
剪定と除草を行ないまし
た。

センター会員がセンター会員が
　ボランティア活動　ボランティア活動

問

交通事情
　より便利に

問

高速バス東京駅へ直通　　

霞ヶ浦大橋通行料が無料に　　

fefeobob cacaJJ
ジョブ

カフェ

問

鉾田駅発 ５：05   ６：05   ７：05
８：05　13：05　15：35

東京駅発 ９：40　11：40　16：00
17：40　18：50　20：20
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旭総合支所 所長 村　上　勝　男
市民課 課長 小　沼　頼　廣

課長補佐兼庶務係長（会
計課旭分室兼務） 小　室　多　正

主査兼住民基本台帳係長 栗　原　房　子
主査兼戸籍係長 花　沢　史　代
税務係長（会計課旭分
室兼務） 旧　役　秀　行

福祉保険課 課長 大　川　　　静
副参事兼課長補佐 平　山　正　男
主査兼福祉係長 斎　藤　嘉　久
主査兼介護保険係長 大　場　　　渉
主査兼国保年金係長 方波見　隆　雄

生活環境課 課長 滝　田　文　夫
課長補佐 田　口　正　志
主査兼環境係長 山　本　とよみ
防災交通係長 清　宮　保　雄

経済建設課 課長（農業委員会併任） 渡　部　啓　一
副参事兼課長補佐（農業
委員会併任） 野　中　悦　雄

産業係長 楠　　　政　直
畜産係長 石　﨑　洋　一
建設係長 吉　川　利　明

地籍調査課 課長 内　田　茂　人
課長補佐 重　藤　恒　雄
地籍調査係長 米　川　弘　二

教育部 部長 小　山　　　久
学校教育課 課長 山　口　繁　穂

課長補佐 深　作　敏　也
学校教育係長 檜　山　義　徳
施設係長 舟　橋　正　人

旭学校給食センター 所長 入　江　雄　司
学校給食係長 森　田　トキ子

生涯学習課 課長 飯　島　利　夫
課長補佐 才　川　一　弘
主査兼生涯学習係長 海老原　尚　也
文化振興係長 菅　谷　吉　弘

鉾田中央公民館 館長（教育委員会鉾田
分室兼務） 郡　司　　　功

主査兼庶務係長（教育
委員会鉾田分室兼務） 松　金　春　江

事業係長（教育委員会
鉾田分室兼務） 鬼　沢　良　一

旭公民館 館長 橋　口　恵　子
事業係長 田　中　義　則

大洋公民館 館長（教育委員会大洋
分室兼務） 箕　輪　明　男

主査兼事業係長（教育
委員会大洋分室兼務） 飯島與治右衛門

図書館 館長 山口　傳左衛門
主査兼奉仕係長 浅　沼　敏　子

スポーツ振興課 課長兼総合公園・旭スポ
ーツセンター所長 住　谷　常　夫

課長補佐兼施設管理係長 平　沼　　　勉
スポーツ振興係長 柳　澤　　　暁

総合公園管理事務所 副所長兼管理係長 鬼　沢　房　男
旭スポーツセンター 管理係長 関　田　潜　二

大洋総合支所 所長 東　峰　一　明
市民課 課長 方波見　武　英

課長補佐（会計課大洋
分室兼務） 香　取　清　枝

主査兼住民基本台帳係長 木　村　京　子
主査兼税務係長 松　金　邦　行
庶務係長（会計課大洋
分室兼務） 菅　谷　卓　司

戸籍係長 土　子　愛　子
福祉保険課 課長 菅　谷　高　子

課長補佐 酒　井　裕　郎
主査兼福祉係長 小　沼　富　男
主査兼介護保険係長 田　山　敏　弘
国保年金係長 新　堀　和　子

生活環境課 課長 和　泉　　　慶
環境係長 高　野　克　男
防災交通係長 菅　谷　美　祐

経済建設課 課長（農業委員会併任） 菅　谷　　　稔
主査兼産業係長 勢　子　政　義
主査兼建設係長 小　原　年　光
主査兼道路維持係長 小　野　能　将

地籍調査課 課長 梶　山　　　茂
地籍調査係長 小　見　由紀夫

水道部 部長兼大洋水道事務所長 小　堤　啓　陸
鉾田水道事務所 所長 小　田　照　男

所長補佐 土　子　智　之
業務係長 長　峰　正　一
施設係長 新　堀　栄　寿

旭水道事務所 所長 白　田　良　孝
所長補佐 米　川　信　浩
業務係長 鈴　木　　　浩
施設係長 石　﨑　伸　一

大洋水道事務所 所長補佐 大　槻　幸　雄
主査兼業務係長 鬼無瀬　喜美子
施設係長 飯　島　　　衛

鉾田市職員配置
　  （H17. 10. 11 付　係長以上）
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総務部 部長 塚　原　祐次郎
総務課 課長 戸　島　光　儀

課長補佐 小　島　一　夫
行政係長 石　田　裕　之
人事係長 関　谷　公　律
情報文書係長 沼　田　　　宏
防災交通係長 富　田　和　彦

秘書広聴課 課長 長　洲　健　男
課長補佐 横　田　　　務
秘書係長 中　村　信　一
広報広聴係長 大　場　靖　之

企画課 課長 澤　田　純　作
課長補佐 荒　野　信　寿
企画調整係長 岡　崎　正　元
地域振興係長 飯　島　洋　一
主査兼統計係長 鬼　沢　初　子
統計係長（旭担当） 井　川　　　斉
統計係長（大洋担当） 門　井　勝　幸

財政課 課長 山　田　幸　吉
課長補佐兼管財係長 小　沼　三　男
主査兼財政係長（交付税担当）石　津　勝　男
財政係長 桜　井　　　治
契約検査係長 櫻　井　正　和

市民部 部長 大　関　　　優
市民課 課長 露　崎　一　衛

課長補佐 小　沼　喜　勝
主査兼戸籍係長 眞　島　文　江
住民基本台帳係長 渡　邊　圭　子

税務課 課長 人　見　國　昭
課長補佐 根　本　研　司
主査兼固定資産税係長 平　沼　きよ江
市民税係長 二重作　　　勝

収納課 課長 花　沢　俊　夫
課長補佐 塙　　　卓　美
管理係長 田　山　恵　一
収納係長 岡　部　成　美

保険年金課 課長 勢　子　忠　一
課長補佐 乾　　　敏　勝
国保賦課係長 大　川　伸　治
国保給付係長 中　根　　　衛
国民年金係長 田　口　喜　徳

生活環境課 課長 大　山　隆　夫
課長補佐 山　口　勝　美
廃棄物対策係長 坪　井　道　彦
環境係長 椎　名　孝　一

鉾田クリーンセンター 所長 坂　尾　賢　治
業務係長 冨　田　　　茂

産業経済部 部長 稲　垣　　　伸
産業経済課 課長 大聖寺　登美雄

課長補佐 小　堤　　　明
主査兼農政企画係長 飯　島　幸　至
農業振興係長 金　沢　　　覚
畜産係長 郡　司　慶　信
商工観光係長 日下部　勝　男

地籍調査課 課長 郡　司　克　巳
地籍調査係長 宮　本　三　郎
管理係長 根　嵜　幸　治

建設部 部長 岡　本　隆　吉
建設課 課長 鬼　沢　一　郎

副参事兼課長補佐 田　山　和　彦
主査兼用地管理係長 根　本　祐　一
道路整備第一係長 佐々木　正　夫
道路整備第二係長 石　津　　　裕
道路維持係長 杉　山　　　隆
建築係長 宮　本　勝　彦

都市計画課 課長 志　藤　　　誠
課長補佐兼都市計画係長 皆　藤　正　秀
主査兼農業集落排水係長 小野瀬　武　彦
下水道係長 萩　原　　　清

健康福祉部 部長兼福祉事務所長 大　川　宗　之
福祉事務所 参事兼福祉事務所次長 風　間　　　守
社会福祉課 課長 本　澤　正　幸

課長補佐兼査察指導員 青　砥　晋　介
主査兼社会福祉係長 篠　塚　恵美子
主査兼障害福祉係長 小　見　憲　男
主査兼保護係長 田　山　洋　一
社会福祉係長（社協指導担当）小松嵜　智　幸

子ども家庭課 課長 小　野　裕　之
課長補佐兼家庭福祉係長 新　堀　浩　司
主査兼子育て支援係長 宮　内　一　成

第一保育所 所長 杉　崎　一　雄
主任保育士 小　池　正　子

第二保育所 所長 石　崎　長　一
主任保育士 海　東　とく子

介護福祉課 課長 石　﨑　　　順
課長補佐 鬼　澤　美　道
主査兼介護保険係長 伊　東　洋　治
高齢福祉係長 飯　島　一　利

健康増進課 課長 川　又　利　彦
課長補佐 小　見　智　子
保健施設係長 米　川　トミ子
保健予防係長 佐　藤　嘉　雄
健康増進係長 田　山　昭　雄

旭保健センター 所長 田　﨑　信　二
主査兼保健係長 小　沼　英　子

大洋保健センター 所長 菅　谷　隆　栄
保健係長 飯　島　寿　一

会計課 課長 米　川　治　夫
課長補佐 小　野　千恵子
主査兼出納係長 田　嵜　美知子
主査兼審査係長 勢　子　富　子

議会事務局 参事兼局長 小　室　　　博
主査兼庶務係長 石　﨑　逸　代
議事調査係長 長　峰　道　男

農業委員会事務局 局長 大　川　英　雄
局長補佐 菅　谷　昭　博
主査兼農政係長 久保田　　　篤
農地係長 鈴　木　真　理
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　朝日が昇る様子をモチーフに、人と豊か
な自然環境の調和を図り、街が大きく発展
していく様子を表しています。青は水資源、
緑は大地を表し、波形は「人と自然の調和」
を表現しています。

市章について

鉾田市の人口
（平成 17 年 10 月 11 日現在）

総数 52,719 人 
男 26,481 人 
女 26,238 人 
世帯数 16,295 戸

編集　　鉾田市秘書広聴課
　　　　〒 311-1592　茨城県鉾田市鉾田 1444 － 1 1 0291 － 33 － 2111
 5 0291 － 32 － 4443
　　　　ホームページ　　http://www.city.hokota.lg. jp

ホームページでも市の情報が
ごらんになれます

http://www.city.hokota.lg.jp

古紙配合率100％再生紙を使用しています




