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平成30年度の区長さんを紹介しますお知らせ平成30年度市職員人事異動

市の特産品「狭山茶」
新茶を味わいませんかお知らせ

平成30年度危険物安全週間
「この一球　届け無事故へ　みんなの願い」

広 告 遺言・相続・成年後見・離婚…等々、相談先が分からずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元
日高市のアイビー行政書士事務所へご相談ください。 ☎０４２－９８５－７５６６ （行政書士　田中諭）広 告 高齢者向け宅配弁当 594円（税込み）〜「宅配クック１
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　地域の代表である区長さんと情報交換を行いながら、日高市のまちづくりを
進めます。１年間よろしくお願いします。（敬称略）
問い合わせ　総務課庶務・ふるさと納税担当

　日高市では、恵まれた地形と気候の特徴を生かして、昔からお茶の栽培が盛ん
に行われており、狭山茶のお茶どころとなっています。
　狭山茶は「色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす」とうたわれてき
たように、深い味わいが特徴です。狭山茶が作られる埼玉県西部はお茶の産地の
北限にあたり、最大で年に２回しか収穫できませんが、葉が肉厚になるためその
分うま味が熟成し、濃厚な味わいになります。
　市内では、４月下旬から新茶の摘み取りが始まり、茶商が仕上げたおいしい狭
山茶が販売されます。
　新茶のこの時期、日高市産の狭山茶の深い味わいをぜひお楽しみください。ま
た、贈答用にもご利用ください。
問い合わせ　産業振興課農政担当

区名 氏名
横手 清水泰順
久保（高麗） 加藤英俊
台 加藤孝義
こま武蔵台 栁沢弘二
横手台 北野政憲
高麗本郷 関口茂
日向 小嶋富夫
元宿 平沼弘志
清流 小峰政幸
上高岡 手計伸保
下高岡 新美進
新堀 小林輝男
栗坪 岡村正夫
梅原 加藤幸作
栗原 杉田春男
楡木 石戸正史
四本木 平井敬
野々宮 齋藤圀雄
猿田 山口永子
上鹿山 関根直次
高麗川 中嶋裕一
宮ケ谷戸 竹野谷守
平沢上組 西島晃
馬金 武藤好一
平沢中組 野口明
山根 荻野保弘
川端 野口政太郎

区名 氏名
芝ケ谷戸 荒木守勇
久保（高麗川） 大野茂
田波目 岡部金次郎
新宿 新谷秀幸
旭ケ丘 橋本吉弘
原宿 大沢弥
鹿山上 西秀美
鹿山下 小峰一喜
中鹿山 大越良廣
下鹿山 高麗孝道
太平洋セメント社宅 中川琢磨
市営住宅 山下英雄
東急こまがわ１ 山口憲
東急こまがわ２ 藤平文雄
東急こまがわ３ 栗原久美子
東急こまがわ４ 大森尚
こま川団地１ 本山洋一
こま川団地２ 嶋崎幸男
こま川団地３ 神正夫
県営鹿山団地 水野英雄
鹿山ハイツ 間庭康智
ガーデンパーク 赤司正仁
高萩１ 小鹿野仙治
高萩２ 村田精太郎
高萩３ 戸口貞男
別所 安藤俊吾

区名 氏名
谷津 松本雅巳
宮前 梅津信一
下高萩 島村満夫
下大谷沢 塩川良一
高富 星忠幸
田木 秋葉清
馬引沢 犬竹辰男
大谷沢 発智義夫
中沢 小田孝平
向郷 矢部與四男
女影上組 市川英一
女影本村 庄司等
高萩団地 越野一夫
天神 髙橋治
女影北口 上村悟
高萩北 戸井利一
旭ケ丘１ 金子武雄
旭ケ丘２ 平岡進
駒寺 荻野正治
栄新田 三津石雄二
森高 吉野和夫
高萩新宿 邊見郁雄
日高団地 興梠俊充
日高台 増本優
むさし野団地 小栁胖
相原 岡野道雄
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都市計画課長（都市計画課主幹）　武藤勝
学校教育課長兼主任指導主事（埼玉県教育委員会）　
野村弘人
生涯学習課長（学校教育課主幹）　駒井実
３月31日付退職者および帰任者

（　）内は退職時等の職
勤続10年以上の退職者
田嶋雅昭（総合政策部長）
新信雄（会計管理者兼会計課長）
大河原嘉幸（議会事務局長）
吉野義一（管財課長）
鯉沼正夫（収税課長）
長谷川浩一（都市計画課長）
竹野谷和江（高根保育所主任保育士）
水沢一義（水道課主査）
岡野良一（水道課主査）
中野渡和範（学校給食センター調理員）
小作清子（高根保育所主任保育士）
福島恵子（社会福祉課主任）
埼玉県（埼玉県教育委員会）へ帰任した者
師岡隣太郎（福祉子ども部長）
稲村浩之（学校教育課長兼主任指導主事）
利根川典正（教育センター指導主事）

問い合わせ　総務課人事厚生担当

４月１日付配属　課長級以上（　）内は前職等
部長級 
総合政策部長（教育部長）　関口正明
総務部長（健康推進部長）　田中敏幸
福祉子ども部長（埼玉県）　岩渕草太
健康推進部長（社会福祉課長）　金子孝治
会計管理者兼会計課長（健康支援課長）　都築良三
議会事務局長（総務部長）　町田忠夫
教育部長（福祉政策課長）　吉野靖彦
課長級 
政策秘書課長（産業振興課長兼農業委員会事務局長）　
国分央
危機管理課長（危機管理防災課長）　荻野毅
管財課長（水道課主幹）　下田篤司
収税課長（市民課長）　大河原直希
産業振興課長兼農業委員会事務局長（保健相談セン
ター所長兼健康支援課副参事）　小鹿野高光
市民課長（子育て応援課長）　鈴木誠
福祉政策課長（政策秘書課長）　大野仁
社会福祉課長（長寿いきがい課長）　大沢宗明
子育て応援課長（子育て応援課主幹）　堀口和子
長寿いきがい課長（税務課主幹）　西長武
健康支援課長（政策秘書課主幹）　滝沢淳
保健相談センター所長兼健康支援課副参事（生涯学
習課長）　関根俊介

　危険物安全週間が６月３日（日）から９日（土）まで
の間、全国一斉に実施されます。
　これは石油類などの危険物について適正な使用と
管理を呼び掛け、また、危険物に対する意識の高揚
と啓発を図ることを目的としています。危険物は使
い方を間違えると大きな事故を引き起こします。
　この機会に、身近にある危険物の正しい使用方法
や保管方法を再度確認して火災や事故を未然に防ぎ
ましょう。
ガソリンや軽油の買いだめについてのお知らせ
　ガソリンや軽油を大量に保管することは、火災の
発生危険が高まるとともに火災が発生した場合には
大規模な火災となるのでやめましょう。特にガソリ
ンをポリタンクに入れて保管することは、次のよう
な危険があるので絶対にしないでください。

○ ポリタンクは、ガソリンの成分によって溶ける恐
れがあります。

○ 樹脂製品のため、静電気が発生しやすく、静電気
放電などで着火する恐れがあります。

○ 気密性が低いので、気化したガソリンが漏れる可
能性があります。

○ 灯油や水のタンクなどと間違えやすいので、事故
を誘発します。

※ガソリンを購入・保管する場合は、ガソリン専用
の携行缶で保管をしてください。
また、携行缶を購入する際は、
基準適合性表示（ＫＨＫマーク）
のあるものをお勧めします。
問 い合わせ　飯能日高消防署
　予防指導課☎974－7221
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