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■福岡地区水道企業団企業長の就退任 

■ 企業団・構成団体の動き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

当企業団の企業長につきましては，令和 2 年 3 月 31 日をもって 諌山和仁
いさやまかずひと

が退任し，４月１日付

で各構成団体の長の共同任命により 中村
なかむら

貴
た か
久
ひ さ
が企業長に就任しました。 

 
就任あいさつ  企業長 中村

なかむら
 貴

た か
久
ひ さ

 

この度，福岡地区水道企業団の企業長に就任いたしました中村でござ

います。 

新型コロナウイルス感染者急増を受けて，安倍首相により緊急事態宣

言が発令され，対象地域となる福岡県においても，県民への外出自粛の

要請などを含む緊急事態措置が出されたところですが，このような中で，

水道を含むライフラインが正常に機能し続けることは，何より大切であ

り，水道用水供給事業者としての重大な使命を痛感しております。 

様々な対策を徹底することにより，引き続き新型コロナウイルスの感

染防止に努めるとともに，施設を適切に維持管理し，水道用水の安定供

給のため職員一丸となって，しっかりと取り組んでまいります。 

また，福岡都市圏で使用される水の約３分の１は，筑後川からの水であることを肝に銘じ，今後も，

水源地域や流域の皆さまへの感謝の気持ちを決して忘れることなく，水源地域や流域との交流，連携

に一生懸命取り組んでまいります。皆さまのご支援，ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

●古賀市上下水道課でテレワークを試験的に開始〔3/12（木）～職員宅〕 
（古賀市から情報提供いただきました） 
古賀市では，この度の新型コロナウイルスの感染拡大を受け，令

和２年秋の予定を前倒ししてテレワーク（在宅勤務）を試験的に開
始しています。 
在籍する職員 27 名（うち小中学生の子どもの保護者 9 名）全員

が対象で，学校の臨時休校に伴う子育て中の職員への対応や通勤時
の感染リスクの低減を図っています。 
今後はその結果を受けて，仕事・育児・介護などとの両立を図る

ための働き方のひとつとして定着させる予定です。

企業団キャラクター 
ピュータくん 

この「ふくすいき～福水企～」通信は，福岡地区水道企業団， 
各構成団体などの情報交換のために毎月発行しています。 

※次号「ふくすいき～福水企～」通信５月号は休刊いたします。 

発行：福岡地区水道企業団 総務課 
福岡市南区清水四丁目 3-1 
TEL 092-552-1731(代) 

令和 2 年４月号 

テレワークの様子 
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福岡地区水道企業団（課長級以上） 

－福岡地区水道企業団運営協議会幹事－ 
 

 

                                  （令和 2年 4月 1日付） 
当企業団運営協議会（委員：各構成団体首長）の幹事には，水道担当部署の部課長の方にご就任 

いただいております。みなさん，よろしくお願いいたします。 

（令和年 4月 1日付） 

 今年度はこのメンバーで，企業団事務局を務めます。よろしくお願いいたします。  
 

福岡地区 筑紫地区

糟屋地区

糟屋地区 宗像地区 糸島地区

福岡市

水道局総務部長

伊賀上　一馬（新任）

大野城市

企業総務課長

松岡　真彦

春日那珂川水道企業団

総務課主幹

山川　誠治

筑紫野市

上下水道料金総務課長

岡本　有司

太宰府市
都市整備部公営企業担当部長兼上下水道課長

百田繁俊（新任）

古賀市

上下水道課長

星野　孝一

宇美町

上下水道課長

藤井　則昭（１月着任） 圓能寺　豊博（新任） 稲永　勝章（新任） 松本　義隆

糸島市

水道課長

吉田　和弘（新任） 林　忠敏

宗像地区事務組合

経営施設課長

須恵町

上下水道課長

粕屋町

上下水道課長

志免町

上下水道課長

篠栗町

上下水道課長

城戸　勝範（新任） 横山 正利（新任） 本田　陽一郎

久山町

上下水道課長

新宮町

上下水道課長

曽根田　秀明（新任） 池見　雅彦 宮﨑　幸雄 御幡　弘信（新任） 吉永　逸郎

副企業長 総務部長 施設部長 総務課長 財務課長

計画調整課長

樽井　史朗（新任）

施設課長

田中　義則（新任）

牛頸浄水場長

鬼塚　雄二

水質センター所長

山本　珠惠（新任）

海水淡水化センター所長

廣川　憲二（新任）



- 3 - 
 

福岡地区水道企業団 職員名簿（係長級以上） 
 

 

                                  （令和 2 年 4 月 1 日付） 

 

役  職  名 氏  名 施設所在地・連絡先 

企業長  中村 隆久  

副企業長  曽根田秀明    

  総務部長  池見 雅彦  

総務課長  御幡 弘信 福岡市南区清水四丁目 3-1 

    総務係長  玉井 恵美  TEL 552-1731（総務課） 

交流広報係長  中川 泰夫    552-1733（財務課） 

財務課長  吉永 逸郎    552-1732（計画調整課） 

財務係長  讃井 明彦     552-1734（施設課） 

管理係長  熊谷 英樹  FAX 552-1729（総務課・財務課） 

施設部長  宮﨑 幸雄    552-1719（計画調整課・施設課） 

計画調整課長  樽井 史朗  

    計画調整係長 藤岡 泰作   

    計画調整係長 伊藤 淳一  

    主査（海水淡水化施設調査担当） 大塚 裕昭   

施設課長  田中 義則  

施設係長  岩﨑 寛  

牛頸浄水場長  鬼塚 雄二  牛頸浄水場 

浄水第１係長  岩見 初志  大野城市牛頸一丁目 1-1 

浄水第２係長  金栗 弘道  TEL 596-5021 FAX 595-3065 

   水質センター所長  山本 珠惠 水質センター 

   第１係長  野中 研一  大野城市牛頸一丁目 1-1 

第２係長  藤井 加奈子  TEL 596-6169 FAX 596-3259 

海水淡水化センター所長  廣川 憲二 海水淡水化センター 

運転管理係長  舩越 努    福岡市東区大字奈多 1302-122 

主査（水質管理担当）  中島 亜矢子  TEL 608-6262 FAX 608-6256 

【議会事務局/監査事務局】  福岡市南区清水四丁目 3-1 

書記（主査/議会・監査等担当） 一ノ瀬明子  TEL 552-1731 FAX 552-1729 
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■ 知ってる！？ 筑後川のはなし  

このコーナーでは，筑後川について，より知識を深め，親しんでいただくために，筑後川流域の 

観光，イベント，特産物，史跡などの情報を掲載しています。 

今回は，佐賀県みやき町の「千
ち
栗
りく
土居
ど い

公園
こうえん

」を紹介します。 

 

 千栗土居公園は， 県道整備工事に伴い姿を消してしまう「千
ち
栗堤
りくてい

」を後世に伝えるため，平成

12年に佐賀県文化財の認定を受け公園として整備したものです。 

この堤防は古くは「千栗土居」と言い，現在のみやき町千栗地区～坂口地区まで約 12km築造され

たと伝えられています。築造年代は正確には伝わっていませんが，元和年間(1615年～1623年)の始

め頃に着手し約 12年の歳月を要して作られたと推定されています。 

この堤防は様々な工夫がされており，基礎部分には「ハガネ」と呼ばれる粘土帯を入れて補強し，

川側の斜面には根が張る笹を植え川が増水しても土が削られにくくしています。さらに外側には杉を

植え，万が一，決壊した時の緊急資材としたそうです。 

また，千栗土居公園の敷地内には約 9700㎡の蓮池があり，7～8月にはハスの花が咲き誇ります。 
 

長年にわたり「知ってる！？ 筑後川のはなし」を読んでいただき，ありがとうございました。 

次号から，新しい企画が始まります。今後とも「ふくすいき」通信をよろしくお願いいたします。                                

＜総務課 交流広報係＞ 

                                 

 

 

千栗土居公園の千栗堤と蓮池 
 

○千栗土居公園への交通・アクセス 
  公共交通機関 西鉄大牟田線久留米駅・ＪＲ久留米駅より西鉄バス 41番系統 鳥栖方面行き 

市原バス停 下車  徒歩 約 4分（約 400m） 
車の場合   九州自動車道 久留米 ICより国道 322号線・県道 22号線経由で約 20分 

（約 10ｋｍ） 

千栗土居公園 



- 5 - 
 

水 源 情 報 

編 集 後 記 

企業団本庁舎の桜（４月２日） 

 
 
企業団ホームページの［水源情報］は，毎日 

（土日祝を除く。）最新情報に更新しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・企業団ホームページ［水源情報］アドレス 

http://www.f-suiki.or.jp/waterquality-info/water-info/ 
 

 
 
 今年の冬は暖かい日が続き，いつの間にか春となりま
した。 

昨年 12月に中国・武漢で見つかった新型コロナウイル
スは，日本では 1月下旬に感染者が確認され，クルーズ
船の隔離，外出の自粛などの措置により，爆発的な感染
拡大はなかったものの，学校の休校，旅行中止，スポー
ツ・コンサート・演劇などの開催が中止され，社会的・
経済的に大変な影響が出ました。 

世界中で感染が拡大しており，アメリカ，スペイン，
イタリアなどで多くの死者が出ています。各国は感染拡大防止のため，外出制限など非常に強い措置
を講じています。日本も感染拡大が止まらず，７日夜に東京都や福岡県など７都府県を対象として緊
急事態宣言が出され外出自粛などの強い要請が出されていますが，終息するまでには長くかかりそう
です。 

ニュースの多くは新型コロナウイルス関連で占められ，ＰＣＲ検査，パンデミック，クラスター，
オーバーシュート，ロックダウンなど新しい専門用語が次々に出てきました。 

また，今年の日本の最大のイベントである東京オリンピック・パラリンピックは，感染拡大を受け
て１年の延期が決定しました。 

花粉症である私は，春先はマスクが必需品なのですが，マスクが手に入らずに困っています。 

筑後川流域との交流事業も次々と中止になっており非常に残念です。とにかく，一刻も早く感染が
収まり，普段の生活ができるようになることを願っています。 

４月の定期人事異動により，当企業団及び構成団体の職員の一部が替わりました。また，今年度か
ら任用制度の変更により，私は再任用職員となりましたので，新たな気持ちで仕事に取り組んでいき
たいと思っています。                               ＜田＞ 

福水企 検索 

アドレスをクリックすると， 
[水源情報]が載っています 
ので，見てね！！ 

http://www.f-suiki.or.jp/waterquality-info/water-info/
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★ 構成団体の皆さまからの情報をお待ちしています！！ 
「ふくすいき～福水企～」通信では，今後も構成団体の皆さまの声や意見を掲載していきたいと 

思っています。 
皆さまの周りでも，お知らせしたいことや紹介したい取り組み， 

イベント情報，また感想，ご意見などありましたら，ぜひ，ご連絡 
ください！！ 
よろしくお願いします。 

 
 
 
 

 
福岡地区水道企業団では，企業団ホームページや SNS（Facebookページ，Twitter）を通じて，企

業団が行う事業や取り組み，水源地域や流域で行われるイベント等をわかりやすくタイムリーに情報
発信しています。 
ホームページの記事や SNSで発信した情報について，面白い，役に立ったなどと思ってくださった

方は，ぜひ，SNSの機能（リツイートやシェアなど）を使って，多くの方に情報を届けていただけれ
ば幸いです。 
 
 
 
 
 
 
 
  

～ 情報を提供していただく場合 ～ 
掲載希望前月の末日までに，原稿を下記へメール送信してください 
福岡地区水道企業団総務課交流広報係  kouhou@f-suiki.or.jp 

 

たくさんの情報提供を 
お待ちしています！！ 

 

福岡地区水道企業団 YouTubeページ 

福岡地区水道企業団 Facebookページ 

福岡地区水道企業団ＨＰ 福水企 検索 http://www.f-suiki.or.jp/ 

国の緊急事態宣言を受け,福岡県が緊急事態措置を出した状況に鑑み，
「ふくすいき～福水企～」通信５月号については休刊いたします。 
福岡地区水道企業団の情報につきましては，上記ＨＰをご覧ください。 


