
技師

主任

西　田　英　視

(兼)

予防係 係長 山　住　和　幸

諸　岡　　　淳

庶務係 係長 半　沢　潤　也 技師 菅　井　佑　介

技師 西　田　英　視

郷　　　洋　志支署主幹 任主雄　敏　山　奥

真　　　地　菊一　修　又　垂

和 寒 支 署 技師 川　村　渉　太
支署長 秋　濱　修　二

技師 菅　井　佑　介 (兼)

支署次長 窪　田　義　一
警防第２係 師技長係

組合主幹 広　富　之　緒 (兼)
士 別 地 方

組合主査 松　村　辰　彦 (兼)
消防事務組合 警防第１係 係長 加　藤　憲　明 副主任 佐　藤　貴　晶

再任技師 宮　部　健　治

医事庶務係 係長 佐々木　　　淳 (兼)

副主任 永　平　友　子栄 養 科

検査技術指導担当

再任看護師 林　　　千枝子

夏　千　山　中任主副科査検

副主任 八　巻　　　潤

副主任 谷　口　美　香

看護師 川　嶋　雅　子

看護技術指導担当

看護科副科長 細　川　恭　代

副主任 加　藤　裕美子

副主任 小　林　優　子
事務次長 佐々木　　　淳

副主任 古　村　綾　子

乗　田　結　香

副主任 宮　向　美　香
看護科長 中　原　まり子

副院長 中　村　　　勝
副主任 半　澤　由美子

事務長 袰　田　政　弘 看 護 科 主任 工　藤　千　香 副主任

一　建　竹　佐任主副史　晃　下　山長　院

放 射 線 科 主任 菅　井　大　紀 副主任 溝　渕　ひとみ

局薬院病立町 薬局長 宿　谷　高　典 (嘱) 副主任

(兼) 書記 白川部　高　明

梅　澤　圭　子

(兼)
員 会 事 務 局

書記 駒　形　夏　美 (兼)

選 挙 管 理 委
事務局長 松　村　辰　彦 (兼) 事務局次長 山　口　祐　樹

書記 田　中　秀　典
監査委員事務局

農 業 委 員 会
事務局長 伍　翔　張　高記書幸　政　谷　金

事 務 局

教育アドバイザー 稲　垣　克　男 (嘱)

議 会 事 務 局
事務局長 瀬　川　　　満

社会教育指導員 瓜　　　幹　夫 (嘱)

図 書 館 係長 綾　野　千　佳 (兼) 副主任 青　塚　可奈子

スポーツ振興係 係長 福　川　拓　悦 副主査 村　山　晴　樹

沓　澤　昭　一 次長 広　田　賢　一
中　原　ともみ

(兼)

(兼)

次長補佐 鬼　頭　　　智

社会教育係 係長 鬼　頭　　　智 (兼)長館書図長館民公

次長補佐 綾　野　千　佳

副主査 村　山　晴　樹
（社会教育主事） 主事 橋　本　竜　希

主事 橋　本　竜　希

教育委員会

教育長 庶務学校教育係 希　悠　田　乗査主副長係

○課長職は、課長のほかに会計管理者、参事、次長、事務局長、

事務長、看護科長、支署長

○課長補佐職は、課長補佐、主幹、次長補佐、看護科副科長、

事務次長、支署次長、支署主幹

○係長職は、係長、主査、主任

○係職は、副主査、副主任、主事、技師、書記、その他資格に

よる職名で表示しています。

○定年退職後の再任用職員は、再任主事、再任看護師、再任技師

（兼）・・・他の係との兼務発令を示す

（準）・・・準職員

（嘱）・・・嘱託職員
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商工観光労政係 係長 伏　見　淳　也 主事 山　口　敏　典

(兼)主　幹 鷲　見　幸　一

課長補佐 茂　木　雅　志

道路維持係 係長 竹　内　琢　磨 主事 青　塚　雄　太

)兼(子　明　山　館長係係理管課設建

(兼)

課長補佐 館　山　明　子 上下水道係 係長 塚　崎　知　史

主事 青　塚　雄　太

課　長 菊　地　哲　男 技 術 係 係長 村　上　孝　之 副主任 北　口　　　徹

主　幹 村　上　孝　之

(兼)

副主任 大　槻　亮　介

畜産林政係 係長 鷲　見　幸　一 主事 早　川　　　輝

農業活性化センター

所　長 横　井　義　雄 (嘱)

土地改良係 係長 加　藤　久　幸

農業活性化センター 係長 上　西　孝　明 再任主事 江　口　幸　子

参　事 生　田　　　裕 農業団体等支援担当 再任主事 横　枕　一　美

井　上　裕　介
主事 馬　田　え　み

課　長 保土沢　澄　夫
主事 高　張　翔　伍

北海道から派遣

今　　　優　貴

主　幹 岡　安　洋　子
主事 大　岩　　　海

玉　手  芳　祐

課付

(兼)
農産加工センター所長

主　幹 村　岡　裕　一

諸　戸　孝　史介護支援係 任主副長係

阿　部　晃　子

山　田　汀那未

村　上　美沙季

田　中　佳　香

佐　藤　美地子 (準)

三　好　圭　輔 (兼)

係長

産 業 振 興 課 農業振興係 係長 土　井　　　孝 主事

子育て支援セ
ンター

係長 佐々木　明　美

栄養士

保健師

保　育　所 係長 外　山　育　子 保育士

栄養士

保育士
保育士

塚　崎　優　希

保　健　係

主任

主任

(準)

保育士 井　上　愛　梨
保育士 空　地　奏　海
保育士 佐　藤　麻沙美

林　 　 千　尋

横　山　章　子

吉　田　美　佳 保健師 伏　見　瑞　季
保健師

髙　田　　　葵
中　川　絵里子

社会福祉協議会に派遣

事務員 斉　藤　カンナ

副主任 齋　藤　信　昭
社会福祉士 大　場　崇　広

係長 酒　井　香奈子 副主任 白川部　真依子

副主任

(準)

保育所長、子育て支援
センター所長

主査 弓　場　　　明

主　幹 増　田　朋　未

介護保険係 係長 村　岡　裕　一 (兼)
社会福祉協議会に派遣

(兼)

参　事 板　橋　勝　彦
（再任）

課長補佐 田　中　美　貴

主事 須　藤　美　希
課　長 辻　　　博　幸

保健福祉センター所長 福祉団体等支援担当 再任主事 村　井　清　一

(兼)

康　一　野　上事主子　峰　川　古長係係祉福課祉福健保

社会福祉士 大　場　崇　広

大　川　恭　平 副主査

主事

税  務  係

林　　　美　月

保険医療係 係長 庄　司　恵利子 副主査 及　川　　　渉

課長補佐 山　口　祐　樹
まちづくり推進係 係長

主　幹 目　黒　紀　嗣

課　長 大　木　真津美
環境衛生係 係長

)兼(査主

財　政　係

係長 佐　藤　雄　輔

主事
久保田　俊　明

佐　藤　公　弥

主事 浦　城　祐　希 (兼)

生活安全係 係長 渡　邊　直　樹 副主査 村　岡　松　江

主事

(兼)

係長 目　黒　紀　嗣 (兼) 副主査 阪　口　　　瞳

　北海道に派遣

お客さま窓口係

広　富　之　緒 課　長 松　村　辰　彦

山　口　祐　樹 (兼)

副主査 及　川　　　渉

主事 駒　形　夏　美

後　藤　拓　磨主事樋　口　晶　丈

子　洋　安　岡長係課民住

主事 浦　城　祐　希

情報管理係 係長 三　好　圭　輔 主事 高　橋　佳　太

主事 高　橋　佳　太

主事

白川部　高　明

町 長 役職は昇任　氏名は異動 新採用

主事

加　藤　真　一 (兼出納室長）

長係係　務　庶課務総長町副

奥　山　　　盛
香　百　田谷長係納出室納出者理管計会

和寒町行政組織機構図 （平成29年４月１日現在）
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