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総務課 ◆課長
◆課長兼選挙管理委員会書記長
長兼選
兼 挙管理委
理委員会
員会書記長 石井靖紀（総務課
課 補佐
課長
補佐兼財
兼 政 係係長
兼財
長 ） ◆総務課課長補佐 藤原一喜（建設
課長補佐兼財政係係長）◆総務課課長補佐
課課長補
課課長補佐）◆主任・県市町村課派遣
補 佐）
佐）◆主任
主 ・県
県 市 町村課派遣 相沢咲希子（企画政
策課企画
策課
企画係主
係主任）
任）
策課企画係主任）
行政係 ◆主席主査 近藤健（企画政課情報統計係主席主査）
◆主査 見上豪紀（総務課財政係主査）◆主査 畠山範之（商
工観光交流課観光交流係主査）◆主任 石川由美子（会計課
会計係主任）
財政係 ◆係長 川村俊英（福祉課福祉係上席主査）◆主査 田
中友樹（上下水道課水道係主査）
管財係 ◆係長 三浦幸綱（税務課賦課係係長）
会計課 ◆会計管理者兼課長 佐々木里史（健康推進課課長）
◆課長補佐 島田清信（上下水道課水道係係長）
会計係 ◆係長 工藤真由美（山本総合支所地域生活係上席主査）
企画政策課 ◆課長 金子孝（企画政策課課長補佐）
企画係 ◆係長 伊藤善之（企画政策課企画係主席主査）◆主
任 熊谷幸樹（総務課主任・県市町村課派遣）◆主事 檜森
大樹（教育委員会事務局生涯学習係主事）
情報統計係 ◆主事 伊藤健也（採用）
クアオルト推進係 ◆主査 嶋田義彦（税務課収納対策係主査）
税務課 ◆課長兼固定資産評価審査委員会事務局長 佐々木
恭一（税務課課長補佐）◆課長補佐 渡邉裕子（町民生活課
課長補佐兼町民係係長）
賦課係 ◆係長 佐々木遂子（税務課賦課係主査）◆主任 金
子奈津美（総務課行政係主事）
収納対策係 ◆係長 川村巧（建設課建設係上席主査）◆主席
主査 安部和之（琴丘総合支所地域振興係主席主査）
町民生活課 ◆課長兼清華苑施設長 高橋泉（琴丘総合支所
支所長）◆課長補佐兼町民係係長 児玉智樹（教育委員会事
務局学校給食係係長）◆課長補佐 清水秀文（町民生活課環
境衛生係係長）
町民係 ◆主事 菊地希美（採用）◆清華苑主任技術手 渡辺
寿（再任用）
環境衛生係 ◆係長 川村幸博（農林課農政係主席主査）◆主
事 永尾舜（教育委員会事務局スポーツ係主事）
福祉課 子育て支援係 ◆係長 加藤竜子（琴丘総合支所
地域生活係係長）◆主席主査 渡辺祐紀（福祉課介護保険
係主席主査）◆主事 加藤知佳（福祉課福祉係主事）◆専
門員 川村義之（再任用）
介護保険係 ◆係長 牧野和歌子（総務課行政係主査）
地域包括支援係 ◆専門員 宮田世紀子（再任用）
琴丘保育園 ◆保育園長 大村恵子（琴丘保育園上席主査）
◆主任 見上喜子（森岳保育園主事）◆主事 田村果穂（採用）
◆専門員 近藤田鶴子（再任用）
森岳保育園 ◆保育園長 栗山浩子（森岳保育園上席主査）
◆主席主査 清水理香（金岡保育園主席主査）◆専門員 渡
邊晶子（再任用）
金岡保育園 ◆保育園長 牧野梨香（琴丘保育園上席主査）
◆主事 今村紗恵（採用）
下岩川保育園 ◆保育園長 佐々木雅子（琴丘保育園上席主査）
◆主査 畠山結華子（森岳保育園主任）
健康推進課 ◆課長 金子英人（健康推進課課長補佐兼国
保年金係係長）
医療年金係 ◆係長 門間淳子（総務課行革推進係主査）◆主
任 渡辺美里（健康推進課国保年金係主任）◆主事 近藤早
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町では、４月１日付けで人事異動を発令しました。
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紀子
紀子（健康推進課長寿医療係主事）◆主事
子（健康推進課長寿医療係主事） ◆主事 信太夏綺（健康
推進
進課国保年金係主事）
推進課国保年金係主事）
保健
健係 ◆係長 斎藤淳（琴丘総合支所地域生活係主席主査）
保健係
◆主事
主
斎藤彩夏（企画政策課クアオルト推進係主事）
農林課 ◆課長 寺沢梶人（農林課課長補佐）◆課長補佐 佐
藤慶
慶一（会計課課長補佐兼会計係係長）◆課長補佐 小玉賢一（税
藤慶一
務課
課収納対策係係長）◆専門員 眞川信一（再任用）
務課収納対策係係長）◆専門員
農政
農政係
政係 ◆主席主査 大高一成（琴丘総合支所地域振興係主査）
◆主事
主
牧野洸（採用）
農地
地整備係 ◆係長 阿部悟（農林課農地整備係主席主査）
農地整備係
林務
務係 ◆係長 齋藤宝（山本総合支所地域振興係上席主査）
林務係
商工観光交流課 ◆課長兼共同福祉施設長兼商工会館長 桜
庭勇
勇樹（議会事務局事務局長兼監査委員事務局長） ◆課長補
庭勇樹（議会事務局事務局長兼監査委員事務局長）◆課長補
佐 後藤一家（商工観光交流課観光交流係係長）
商工
工係 ◆係長 相原公英（商工観光交流課商工係主席主査）
商工係
◆主事
主
田崎智巴耶（採用）
観光
光交流係 ◆係長 笹村毅（山本総合支所地域振興係上席主
観光交流係
査）◆主席主査 大村和人（商工観光交流課商工係主査）◆主
渡辺皓貴（採用）◆専門員 伊藤祐光（再任用）
事 渡辺皓貴（採用）◆専門員
建設課 ◆課長 進藤敦（建設課課長補佐）◆課長補佐兼建
設係
係係長 児玉憲一（建設課建設係係長）◆課長補佐兼管理
児玉憲一（建設課建設係係長） ◆課長補佐兼管理
設係係長
係係
係長 国塚勝英（建設課管理係係長）
係係長
管理
理係 ◆主席主査 児玉匡史（企画政策課企画係主査）
管理係
建設係
建設
設係 ◆主席主査 伊藤光樹（教育委員会事務局総務係主席
主査
査）
主査）
上下水道課 ◆課長 近藤光明（町民生活課課長補佐）◆課
長補
補佐 嶋田修一（山本総合支所地域振興係係長）
長補佐
水道
道係 ◆係長 岩谷孝則（上下水道課水道係主席主査）◆主
水道係
席主
主査 岡亮吾（琴丘総合支所地域生活係主席主査）◆主席
岡亮吾（琴丘総合支所地域生活係主席主査） ◆主席
席主査
主査 近藤一仁（総務課行政係主席主査）
下水道係 ◆主事 田中海（採用）
議会事務局 ◆事務局長兼監査委員事務局長 平澤仁美（議
会事務局局長補佐兼議事総務係係長）◆局長補佐兼議事総務
係係長 石井透（農業委員会事務局農地調整係係長）
農業委員会事務局 農地調整係 ◆専門員 青山勇人（再任用）
琴丘総合支所 ◆支所長 近藤吉弘（上下水道課課長）
地域生活係 ◆係長 関公司（上下水道課水道係主査）◆主席
主査 岡本由梨（総務課主席主査）◆主席主査 湊美樹（企
画政策課クアオルト推進係主席主査）◆主席主査 大髙純子
（健康推進課長寿医療係主査）◆主査 三浦丈（琴丘総合支所
地域振興係主査）
山本総合支所 ◆支所長 後藤誠（教育委員会事務局次長補
佐兼公民館長兼スポーツ係係長）◆支所長補佐 内藤英子（山
本総合支所地域生活係係長）
地域生活係 ◆係長 近藤純子（山本総合支所地域振興係上席
主査）◆主査 桜田慎太郎（上下水道課下水道係主査）◆主
事 畠山夏海（採用）◆専門員 櫻庭一則（再任用）
教育委員会事務局 ◆次長補佐 工藤伸也（琴丘総合支所支
所長補佐）◆次長補佐兼公民館長兼生涯学習係係長 柿崎留
理子（教育委員会事務局生涯学習係係長）
総務学事係 ◆係長 成田直広（教育委員会事務局総務係係長）
◆上席主査 田中一彦（教育委員会事務局スポーツ係上席主
査）◆主席主査 髙橋恵理子（教育委員会事務局学事係主席
主査）◆主事 近藤亜美（教育委員会事務局総務係主事）
◆主事 三浦朱莉（教育委員会事務局学事係主事）

