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行　政　組　織

行政組織の
お知らせ

車いすの貸し出しも行っています。

気軽にお申し付けください。

敷地内は禁煙です。

［別冊］

鮫川村長 関根　政雄
副村長 渡邉　直樹

総　務　課
（市外局番0247）
☎49-3111

課　　長 齋藤　利己 課内業務総括
課長補佐 矢吹かおり 課内業務補佐、行政区、例規

総務係

係　長 鈴木　庄悟 消防、防災、行政相談、選挙
須藤　静香 職員の給与・服務・福利厚生

（併）村越　太一 消防、自衛隊、交通安全、防犯、選挙
金澤　広一 防犯、防災無線、公用車管理
田子　珠子 用務員（会）

財政係
係　長 船木　博枝 予算編成、決算統計、財政管理、入札契約

西野　瑞宣 予算編成、決算統計、村有財産管理
坂本　　元 予算編成、決算統計、起債、村有財産管理

企画情報係

係　長 矢吹　直美 村行政長期計画、地方創生、情報通信設備、空き家バンク

西橋　耕平 広報、地域振興
阿久津　翔 特定個人情報、定住自立圏、村営バス

小池　颯都 統計調査、交通運輸、土地利用計画、HP管理、情報
佐藤　征一 村営バス運転（会）

税務係

係　長 中川西幸雄 税全般、個人・法人村民税、納税組合
本郷　　睦 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
原　　聡志 固定資産税、国土調査
蛭田　直人 軽自動車税、たばこ税、収納事務、各種証明事務

住民福祉課
☎49-3112

課　　長 古舘　甚子 課内業務総括、人権擁護、日本赤十字
課長補佐 鈴木　芳子 介護予防、高齢者保健福祉、民生児童委員、生活保護

住民係
係　長 川名　　誠 国民健康保険、後期高齢者医療

佐藤　克哉 戸籍、マイナンバーカード等交付
緑川　真菜 住民基本台帳、年金

福祉係

係　長 緑川久美子 介護保険、援護
須藤　尚紀 障がい者福祉
八代　　翔 児童福祉、高齢者保健福祉

（兼）芳賀　　峻 児童福祉
宗田　　豊 筋力づくり教室送迎（会）
星　　宗一 筋力づくり教室送迎、診療所患者送迎（会）

健康係
係　長 蛭田みゆき 母子保健、予防接種、療育支援

芳賀　　峻 こども・妊産婦医療、県民健康調査等、予防接種

出　納　室
☎49-3116

会計管理者兼出納室長 鈴木　節子 公金出納業務総括
本郷あゆみ 公金出納業務（会）

（併）蛭田　直人 公金出納業務

令和２年度の新体制が決まりました。
村職員の配置と主な担当業務を
お知らせします
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１階多目的トイレに設置されたおむつ交換台。お母さんが立つス
ペースが広くなり、バッグなどを置くこともできます。

村民ホールに設置されたキッズコーナー（１．８ｍ×２．７ｍ）。
今後、絵本やおもちゃなども充実させる予定です。

お子さま連れでも安心できる役場に
キッズコーナー、おむつ交換台を設置しました

　村は、子育て世代包括支援センター（村住民福祉課内）の設置を受けて、お子さま連れのみなさまが利用しやす

くなるように、キッズコーナーおよびおむつ交換台を整備しました。来庁の際はぜひご利用ください。

庁舎案内

村民
ホール

停電・災害時に役場に連絡したい

　　☎ 49-3302・49-3303
防災無線をもう一度聞きたい

☎ 49-2711その他の電話番号

（兼）…兼務、（併）…併任、（会）…会計年度任用職員

庁舎では感染症の予防対策も実

施しています。ご協力お願いします。

マスクの着用とビニールによる遮蔽

手指のアルコール消毒
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議　　会
☎49-3115

事務局長 鈴木　隆寛 議会事務全般
（併） 矢吹かおり 書記
（併）村越　太一 書記

選挙管理委員会
（併）書記長 齋藤　利己
（併）係　長 鈴木　庄悟
書　記 村越　太一

農業委員会
☎49-3113

（併）事務局長 鈴木千鶴子 農業委員会業務総括
塩田　寿弥 農業委員会業務全般、農業者年金

監査委員事務局 （併）鈴木　隆寛 書記

行 政 組 識

農林商工課
☎49-3113

課　　長 星　　　徹 課内業務総括
課長補佐 鈴木千鶴子 課内業務補佐

農政係

係　長 矢吹　智広 農業振興
水野　亮達 日本型直接支払制度（中山間、多面的）、米全袋検査、農業災害
平田　太良 大豆生産振興、特別栽培、認定農業者、新規就農支援
宇佐見純平 経営所得安定対策、農地中間管理機構
阿久津妙子 経営所得安定対策（会）
鈴木皆貴子 食品等放射能検査（会）

林業畜産係 （兼）係長 矢吹　智広 林業振興、ふくしま森林再生、畜産振興
生田目昌信 畜産全般、林野災害、有害鳥獣駆除

商工観光係

（兼）係長 我妻　正紀 商工業振興
緑川　正和 観光全般、農家民宿開業支援
松坂　孝太 特産品開発、都市農村交流、農家民宿
藤田　冬華 商工業、観光、消費者行政、労政

交流施設

（兼）所長 星　　　徹 交流施設運営
（兼）係長 我妻　正紀 交流施設運営

三瓶　　稔 支配人（会）
藤田　英子 調理兼用務員（会）
諸橋みち子 用務員兼調理補助（会）

振興公社準備室

（兼）室長 星　　　徹 振興公社設立準備総括
（兼）次長 鈴木千鶴子 振興公社設立準備総括補佐
（兼）係長 我妻　正紀 振興公社設立準備全般

（兼）緑川　正和 振興公社設立準備
渡邊　浩佳 土づくりセンター業務（会）
山形　康浩 土づくりセンター業務（会）

地域整備課
☎49-3114

課　　長 鈴木　守弘 課内業務総括
課長補佐 舟木　正博 課内業務補佐

建設係

係　長 矢吹　清勝 道路工事、河川工事、道路災害復旧工事、屋外広告物、道路・河川占用
根本　　潔 農林道工事、農地災害復旧工事、林道施設災害復旧工事、治山工事
関根　夏希 公営住宅、建築確認、優良住宅認定
吉保　広幸 道路維持補修（会）
生田目正美 道路維持補修（会）

環境係
係　長 長久保仁一 公害、環境衛生、畜犬登録、浄化槽、水道、集落排水

坂本　雄希 公害、環境衛生、畜犬登録、浄化槽、水道、集落排水
吉田要一郎 水道施設管理（会）

教育委員会 教育長　　武藤　　誠

教　育　課
☎49-3151

課　　長 渡邊　　敬 課内業務全般
課長補佐 青戸　秀樹 課内業務補佐

教育総務係

係　長 岡部　徳子 学校教育全般、スクールバス

ハナ・モハムド 語学指導助手
渡邊　亜実 学校教育（会）
星　　喜子 小学校学習支援員（会）
矢吹久美子 中学校学習支援員（会）

生涯学習係

係長兼社会教育主事 石井　洋平 社会教育全般
高坂　正紀 社会体育全般
中川西伯仁 文化財全般
青戸美枝子 社会教育、公民館事業（会）
小森多恵子 放課後児童クラブ指導員（会）
圓井　智子 放課後児童クラブ指導員（会）
芳賀　洋子 放課後児童クラブ指導員（会）
前田由美子 図書館（会）
鈴木美智子 図書館（会）
齋藤　政明 公民館施設管理（会）

公　民　館
☎49-3151

（兼）館長 渡邊　　敬 公民館事業総括
（兼）副館長 青戸　秀樹 公民館事業総括補佐
（兼）係長 石井　洋平 公民館事業全般
（兼）主事 中川西伯仁 公民館事業

こどもセンター
☎49-1010

園　　長 生田目京子 こどもセンター業務総括
中川西ミユキ 栄養
水野　克哉 事務
目黒扶美子 調理（会）
木村　真弓 調理（会）
藤田美起枝 幼児送迎バス運転手（会）
我妻　信治 幼児送迎バス運転手（会）
渡邊　澄似 用務員（会）

幼稚部

副園長 渡辺　明美 幼稚部業務
生田目真由美 保育
根本　　彩 保育
五十嵐静香 保育
圓井　美穂 保育（会）
水野智恵子 保育（会）
黒田　美保 保育（会）

保育部

副園長 小針　富子 保育部業務
青戸　吏絵 保育
岡部　和彦 保育
芳賀明日香 保育
藤田　一秋 保育
芳賀すみ子 保育（会）
芳賀　幸恵 保育（会）
湯座　真美 保育（会）

学校給食センター
☎49-2113

（兼）所長 青戸　秀樹 給食センター業務総括
次長 芳賀　真一 給食センター業務

飯島　滋雄 運転手兼調理（会）
岡部　英夫 運転手兼調理（会）
矢吹　浩善 運転手兼調理（会）
菊池　夏美 栄養技師（県職員）

保健センター
☎49-1231

所　　長 村山　通子 保健センター業務総括、健康増進、成人高齢者保健
大竹　成美 健康増進、成人高齢者保健
関根　成人 住民健診全般、健康増進、保健推進員
鈴木啓枝子 住民健診全般、健康増進、献血（会）

診　療　所
☎49-2028

所　　長 田中　耕治 医師
事務長 渡邊　和子 診療所業務総括

前田　甲子 看護
水野　聡子 看護（会）
柏村　　孝 患者送迎（会）

役場庁舎２階

（兼）…兼務、（併）…併任、（会）…会計年度任用職員
（兼）…兼務、（併）…併任、（会）…会計年度任用職員


