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(敬称略）
お世話になりましたよろしくお願いします

転出校氏　名職　名前任校氏　名職　名学校名
富良野市立富良野小学校飯村　究理教　諭鷹栖町立北野小学校田丸　恵美教　諭

和寒小
退　職（産休代替）山石　和子教　諭旭川市立向陵小学校松井　芳樹教　諭
退　職虻川　光司校　長南富良野町立下金山小学校宮武　一典校　長

和寒中
退　職（期限付）庄子　俊男教　諭
南富良野高等学校葛西　道子教　諭置戸高等学校漆山　裕章教　諭

和寒高
美瑛高等学校佐藤 　  巌事務長芦別総合技術高等学校川岸　俊之事務長
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－３月31日付退職　お世話になりました（敬称略）－

小　芝　章　剛（町立病院副院長） 袰　田　道　明（建設課長）
米　澤　順　恵（健楽苑介護主任） 丹　　　弘　子（芳生苑介護員）
小笠原　しづゑ（芳生苑介護員）

－４月１日付採用　よろしくお願いします（敬称略）－
    

 佐 　 藤 　 雄 　 輔 （住民課）
さ とう ゆう すけ

　和寒町の皆さま、初めまし
て。私は、４月から和寒町の
役場の職員として働かせてい
ただくことになりました。
　生まれは、近くの士別市と
いうことで和寒町には馴染み
も深く、友人もおりますし、
温かい雰囲気やおいしい食べ

物などがあるまちで、自治体職員として働くことが
でき、大変嬉しく感じております。まだ、学校を卒
業したばかりで未熟で至らないところもたくさんご
ざいますが、町民の皆さまがたとともに魅力溢れる
まちづくりをすることができる喜びを噛み締めて毎
日、精進して仕事をしていきたいと思います。皆さ
ま、どうぞよろしくお願いいたします。

 白  川  部 　 高 　 明 （総務課）
しら かわ べ たか あき

　はじめまして、４月から和
寒町役場で職員として働かせ
ていただくことになりました。
　和寒町は私の父が生まれ育
った町で、訪れることが多々
あって馴染み深く、大自然に
囲まれ生き生きとした雰囲気
の和寒町で働けることを心か

ら嬉しく思っています。つい先日高校を卒業したばか
りで社会人としての知識が殆どなく、役場の一員とし
て仕事を行っていけるのか不安がありますが、少しで
もみなさまの役に立てるよう努力していきたいと考え
ております。町の行事にも積極的に参加し、みなさん
と一日も早く仲良くなっていきたいと思っていますの
でよろしくお願いします。
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 大 　 瀬 　ともみ（産業振興課）
おお せ

　４月から和寒町役場の職員として働かせていただくことになりました。
私は、和寒町で生まれ育ちましたので愛着があり、今までお世話になってきたこの地元
で働けることを幸せに思っています。社会人１年目で、まだまだ未熟でありますが、町
民の皆さまと多くのお話をさせていただきながら１日でも早く皆さまのお役に立てる
仕事ができるよう努力してまいりたいと思います。また、何か至らない点やお気づき
の点があればお声をかけていただければと思います。ご迷惑をかけることもあるかと
思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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４月１日現在

　氏名太字は異動者　　  役職太字は昇格
　アミカケは新規採用者

健　楽　苑 生活指導員　係　－木村　有志・村岡　松吉（兼）
 　　　 管　理　係　係長－伊藤　　明（兼）
 　  看　護　師　主任－中原まり子（兼）／看護師－山崎美知子（兼）・八巻　弘幸（兼）・ 
     　　　　　　　 加藤　　慶（兼）
 　　　 栄　養　士　吉田　美佳（兼）
 　　　　　　 介　護　員　玉手　芳祐

 庶　務　係　係長－岡　フミ江（兼）

　教育長　田代　里志 学校教育係　係長－佐々木　淳／係－横山　明子（兼）
 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　／業務員－大石　保民（和寒中）
 　次　長兼図書館長 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤田　宣弘（和寒小・嘱託）
 　　　　　　樋口　安史 
 　補佐兼総合体育館長　 社会教育係　係長－辻　　博幸／係－高�　　翼・横山　明子
 　　　　　　岩城　　修 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／業務員－主任－安達　英二（公民館）
 　補　佐　　岡　フミ江 図　書　館　司書係長－綾野　千佳／主査－渡部　浩二
 　主　幹　　福本　一好 スポーツ振興係　係長－岩城　　修（兼）／係－樋口　千春
  スポーツ施設管理係　係長－福本　一好（兼）／主査－諸岡　　勇／係－樋口　千春（兼）

議会事務局 書　　　記－山口　祐樹・斉藤カンナ
監査委員会

 　局　長　　川嶋　孝明

農業委員会 書　　　記－土井　　孝
事　務　局

 　局　長　　中沢　由男

選挙管理委員会 書　　　記－樋口　晶丈（兼）・白川部高明（兼）
 

事　務　局
 　事務局長　　安孫子敏己（兼）
 　事務局次長　村井　清一（兼）

町 立 病 院 薬　　　局　局長－西垣　昌晴　主幹－宿谷　高典

  院　 長 山下　晃史 放 射 線 科　科長－小町谷一郎
  副 院 長 越智　勝治 看　護　師－主任－細川　恭代・主任－宮路　悦子
  事 務 長 星　　　護 　　　　　　　　　野田　順子・茂木　　恵・小林　優子・古村　綾子・八巻　　潤・
  事務次長 広富　之緒 　　　　　　　　　村上　芳美・工藤　里枝・工藤　千香・加藤裕美子　　　　　　　
  薬 局 長 西垣　昌晴 検　査　室　主幹－宮部　健治　　　　　　　　
 放射線科長  小町谷一郎 医療相談員　主査－鶴岡　栄子
 薬局主幹  宿谷　高典 医事庶務係　係長－広富　之緒（兼）／ 主査－山口　昌志　　　　　　　　　

 検査室主幹 宮部　健治    ／業務員－葛間　和夫（嘱託）　　　　
 看護師長 林　智恵子 

 看護師長 林　千枝子
 看護副師長 保土沢成美 　

士 別 地 方
消防事務組 庶　務　係　係長－秋濱　修二／係－加藤　憲明・諸岡　　淳・垂又　修一（兼）

合和寒支署 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　主　幹　　川口　二郎（兼） 予　防　係　係長－佐々木　清(兼)／係－奥山　敏雄・郷　　洋志・半沢　潤也（兼）
 　主　査　　安孫子敏己（兼） 　  　　　 　　　
 　支署長　　丹羽　　茂 警　防　係　係長－瓜　　幹夫(兼)／係－半沢　潤也・垂又　修一・諸岡　淳（兼）
 　次　長　　佐々木　清 　救急・救助係　係長－窪田　義一／係－山住　和幸・半沢　潤也（兼）・垂又　修一（兼）・
 　次　長　　瓜　　幹夫 　  　　　　　   　　郷　　洋志（兼）

教育委員会

苑　　長　山下真樹（兼）
次　　長　伊藤　明（兼）
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  出  納  室   出　納　係　係長－松村　辰彦／係－村岡　松江

 　　室　長　瓜　　徹良

  総  務  課   庶　務　係　係長－村井　清一(兼)／係－樋口　晶丈・白川部高明
 　　課　長　安孫子敏己   　　　　　　　／業務員－鈴木　善明(嘱託)
 　　補　佐　村井　清一 財政管財係　係長－加藤　真一／係－福川　拓悦・白川部高明(兼)
 　　 交通安全係　係長－渡辺　信広／係－樋口　晶丈(兼)
  広報統計係　係長－茂木　雅志

まちづくり推進室 まちづくり推進係　係長－大木真津美／係－塚崎　知史
 　　室長（補佐）　保土沢澄夫

住　民　課 戸籍年金係　係長－広田　賢一(兼)／係－目黒　紀嗣・田嶋みゆき(兼)
 　課　長　　山本　善成 環境衛生係　係長－鬼頭　　智／係－弓場　　明
 　補　佐　　打田　幸江 保険医療係　係長－広田　賢一(兼)／係－田嶋みゆき・目黒　紀嗣(兼)・
 　補　佐　　広田 　賢一   　　　　　　　　　　弓場　　明(兼)
 　 税　務　係　係長－打田　幸江(兼)／係－庄司恵利子・佐藤　雄輔 
  固定資産税係　係長－瀬川　　満／係－佐藤　雄輔(兼)

保健福祉課 福　祉　係　係長－板橋　勝彦(兼)／係－久保　正明・岡安　洋子・村岡　裕一
 　課長兼 介護保険係　係長－袰田　政弘／係－久保　正明(兼)・村岡　裕一(兼)・
 　保健福祉センター所長    伏見　淳也(兼)

 　　　　　　堀口　　亨 居宅介護支援事業所　係長－鷹西真理子(兼)／係－塚崎　優希(兼)・横田　幸子

伊　藤　昭　宣 　補　佐　　板橋　勝彦 地域包括支援センター　係長－鷹西真理子(兼)／係－塚崎　優希・伏見　淳也・
 　主　幹　　鷹西真理子    　　古川　峰子(兼)・横田　幸子(兼)
 　保育所所長兼児童館館長 保　健　係　係長－辻　留美子／係－古川　峰子・酒井香奈子・大内　亜澄・
 　　　　　　小島かずの   　　　　　　　　佐武　絵理・栄養士－鷲見麻由美

川　口　二　郎 　 保　育　所　主任－増田　朋未／保育士－外山　育子・米沢　悦子・横山　章子・
（収入役事務兼掌） 　  　　　　　　　　　　　佐藤美地子／調理員－藤原　栄子

 　 児　童　館　主任児童厚生員－増田　朋未（兼）・佐々木明美
  かたくり荘　世話人－中森　勇男(嘱託)

産業振興課 農　政　係　係長－横枕　一美（兼)／係－加藤　久幸・大瀬ともみ
 　課　長　　 　  (農業活性化センター派遣)－上西　孝明・江口　幸子
 　　　　　　伊藤　博明　 畜産林政係　係長－魚津　三郎(兼)／係－三好　圭輔・沼田　健祐(兼)
 　補　佐　　魚津　三郎 土地改良事業所派遣　主任－下谷内則吉(嘱託)／係－神戸　和明
 　補　佐　　横枕　一美 商工観光労政係　係長－金谷　政幸 ／係－沼田　健祐・三好　圭輔(兼)
 　補　佐（土地改良事業所事務長）　　福塚　幹雄
 　参　事(農業活性化センター所長)　岩井　敏明
 　

建　設　課 管　理　係　係長－山本　　彰(兼)／係－渡辺　直樹
 　課　長　　平岡　繁一 土　木　係　係長－菊地　哲男／係－竹内　琢磨
 　補　佐　　十川　洋一 道路維持係　係長－十川　洋一(兼)／係－村上　孝之(兼)・渡辺　直樹(兼)・
     　　　竹内　琢磨(兼)
 　補　佐　　山本　   彰 建　築　係　係長－平岡　繁一(兼)／係－村上　孝之
  水　道　係　係長－館山　明子

芳　生　苑 生活相談員　係－村岡　松吉・嶋村　隆行
 　苑　長　　山下　真樹 管　理　係　係長－田中　美貴／係－鷲見　幸一／業務員　主任－鷲見　英敏
 　次　長　　伊藤　   明 看　護　師　主任－中原まり子／看護師－山崎美知子・八巻　弘幸・加藤　　慶
 　　　　　　 栄　養　士　吉田　美佳
  介　護　員　主任－波塚　喜代・小田真由美／介護員－海端あけみ・渡部　絹子・
   　　　　　　　　藤田香緒里・森木　末子・福本　淳子・浦浜　良子・
    　　　高橋ゆかり
  調　理　員　谷野しげ子・原　江利子・沢井　広子
  介護支援専門員　係長－田中　美貴(兼)／係－森木　末子(兼)・高橋ゆかり(兼)

町　　長

助　　役


