
（令和２年５月１日現在）

グループ・グループリーダー グループ・グループリーダー

　

※北海道から割愛

　 課長　尾野 悟里

とかち広域消防局総務課

　 会計管理者兼課長
　　　　髙島 啓至

　課長　成沢 雄治

住民グループ
　住民課長兼務

主査   田中 志拓（医療・医療給付、環境衛生、国民健康保険）
     柳澤 ありさ（災害見舞金･弔慰金、国民健康保険、日赤事業）
　　　齋藤 滉季（後期高齢者医療、廃棄物、環境衛生・保全）
　　　黒澤 菜々美（戸籍、住民・外国人登録、ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ、ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ、国民年金）
　　（再任用）長澤 則明（畜犬、有害鳥獣、失業対策、墓地・火葬場）

　 参事　平澤　悟
（社会福祉協議会へ派遣）

 教育委員会事務局

福祉グループ
　課長補佐　澤田 有希

〔認定こども園 中札内きらきら保育園〕
主査　大島　知代（クラス副担任兼務）
　　【各クラス担任業務を行う職員】
　　　吉薗 紗栄　　　　　　  新津 麻由美
　　　中谷 のどか　　　　　  佐々木 理恵
　 　  大竹 健太　　　　　  　加口 愛
　 　  加賀 雄佑　　　  　　　渡辺 みのり
　 　  水崎 幸保
　　【クラス副担任業務を行う職員】
主査　大島　知代（兼務）
　　（会計年度任用職員）佐藤 美香　　　（会計年度任用職員）新井 智恵子
　　（会計年度任用職員）知本 利江　　　（会計年度任用職員）徳江 初美
　　（会計年度任用職員）猿渡 美樹　　　（会計年度任用職員）中田 綾夏
　　　【給食業務】
　　　甲地 有佳子（栄養士）
　　（会計年度任用職員）大留 由美
　　（会計年度任用職員）小山 美智世
〔子育て支援センター〕
主査　宮澤 薫（子育て支援）

主査　樫原 有喜生（成人保健、精神保健、予防接種）
　　【保健師】
　　　花房 実千絵（母子保健、乳幼児健診、予防接種）
　　　園田 綾香（成人保健、健康相談）
　　　※育児休業中　明上 彩、長江 ありさ

産業グループ
　課長補佐　平山 直人

とかち広域消防局
中札内消防署

保健グループ
　課長補佐　長井 千鶴

主査　安田 紀章（村道民税、法人村民税）
主査　岡林 あさひ（固定資産税、資産税評価）
　　　羽磨 菜々絵（たばこ税、証明事務、出納管理）
　　　北　 悠平（国民健康保険税、軽自動車税、臨時運行許可）

 産 業 課

　 課長　高桑 佐登美

主査　佐藤 瑞樹（畜産振興、林業振興）
主査　下浦    強（商工業振興、観光振興、消費者行政、花づくり）
　　　三浦 祐二（林業振興、農産振興）
　　　石田 勇太（農産振興）
　　　渡辺 真帆（食育・地産地消、畜産振興）
　　　山下 元気（消費者行政、花づくり、商工業振興、観光振興）
　　【地域おこし協力隊（会計年度任用職員）】
　　　観光振興推進員　梶山 智大（札内川園地事業企画）
　　　観光振興推進員　梶山 千裕（観光PR、ツアー・イベント企画）

保育園
　保育園長　山本 一美

予防係　係長（兼務）會田 康介
　　      　　　　　　橋詰 耕輔　　井上 大和　 　佐藤 博哉
　　（火災予防、消防用設備、幼年消防クラブなど）
保安係　係長　會田 康介
　　　　　　　池田 諒祐
　　（危険物、危険物安全協会など）

警防係　係長　片岡 彰人
　　　　　　　浮須 廉　新海 将也
　　（消防職団員の教養訓練、消防施設・装備など）
救急救助係　係長　髙瀨 史義
　　　　　　　　　鈴木 遼雲
　　（救急講習会、救急救助施設・装備など）

予防担当
　主幹（兼務）瀧上 邦俊

消防担当
　主幹　井村    剛

　　（会計年度任用職員・併任）木村 優子
　　（各種監査計画、監査の補助、その他監査庶務など）

　　　尾山 純輝（人事給与係）

担当者（主な業務）

☆課長等の役割　　　　　　　各計画、施策に基づき、課等の業務運営上の基本方針を決定します。
☆グループリーダーの役割　　グループの事務の進行管理のほか、個別業務も担当します。
☆担当者の役割　　　　　　　主な業務だけではなく、横断的に連携して課の業務に取り組みます。

課　等

　指導参事　西田 茂生

主査　北村 公明（土木工事の施工管理、畑かん維持管理、公園管理）
主査　三上 謙二（建築工事の施工管理、建築確認申請、村営住宅建設、定住促進）
主査　近藤 靖浩（上下水道施設維持管理、上下水道工事の施工管理）
主査　氏家 佑介（上下水道使用料等会計管理、村営住宅管理、定住促進）
主査　江淵 周平（土木・土地改良工事の施工管理、地籍、多面的機能支払交付金）
　　　矢澤 健彰（村営住宅管理等、合併浄化槽、定住促進）
　　　藤井 克典（上下水道施設維持管理、上下水道工事の施工管理）
　　　岡田 健太郎（建築工事の施工管理、建築確認申請、村営住宅営繕、定住促進）
　　（再任用）里見 晶（上下水道施設維持管理）
　　（再任用）馬渕 俊一（公園管理、下水道関係、道路維持・除雪関係）
　　（会計年度任用職員）吉田 清隆（南札内浄水場管理）

主査　北嶋 和美（社会教育：国際交流、成人式、図書館・読書活動、村民プール）
主査　小野 健一（学校教育：学校ICT、就学支援、奨学資金）
　　　出村 欣敬（社会教育：スポーツ施設、社会教育施設、ポロシリ大学）
　　　毛利 晋輔（社会教育：スポーツ施設、スポーツ振興、ｸﾗﾌﾞﾕｰｽｻｯｶｰ大会）
　　　明上 幸太（社会教育：交流事業、ポロシリ大学、コミュニティ・スクール）
　　　神森 景子（学校教育：学校職員、スクールバス、学校施設・教員住宅）
　　　森内 柚衣（社会教育：文化芸術振興、文化団体、ピータンスポーツクラブ）
　　　山口 晴樹（社会教育：スポーツ振興、少年団）
　　（会計年度任用職員）キャッツァー・モニカ（外国語指導助手）
　　【地域おこし協力隊員】
　　（会計年度任用職員）カイカイ マリアマ アミナタ(外国語指導助手)
　　【学校特別支援員】
　　（会計年度任用職員）二上 祐子（中中）（会計年度任用職員）本間 克伸（中中）
　　（会計年度任用職員）帰山 詢平（中小）（会計年度任用職員）西田 茂樹（中小）
　　（会計年度任用職員）九々 千明（中小）（会計年度任用職員）松本 景子（上小）
   　（会計年度任用職員）林 奨太朗（中小）

施設グループ
　課長補佐　田中 英樹

教育グループ
　次長補佐　野原 誠司

主査　田中 直紀
　　【調 理】
　　（会計年度任用職員）柴田 智恵子　　　　（会計年度任用職員）古茂田 明美
　　（会計年度任用職員）グリーンハウ 美希　（会計年度任用職員）大高 香
　　（会計年度任用職員）白戸 さとみ　　　　（会計年度任用職員）立花 諭美
　　【中札内小学校栄養教諭 兼 栄養士】
　　　山田 昌未

　署長　山澤 康宏

総務担当
   主幹　瀧上 邦俊

 中札内村役場機構図と主な担当業務

担当者（主な業務）課　等

 施 設 課

　　村長　森 田　匡 彦  　    副村長　山 崎　恵 司　　　教育長　髙 橋　雅 人

　 課長　川尻 年和

 福 祉 課

税務出納グループ
　課長補佐　角玄 光代

主査　加藤 千晶（職員の人事・研修、法制事務）
　　　小関 梨菜（職員の給与・健康管理）
　　　重松 和希（防災、防犯、財産管理、入札・契約、交通安全、職員の給与）
　　（会計年度任用職員）南 恵美子（職員の健康管理、庁舎管理）

総務グループ
　課長補佐　堀井    勉
　
※北海道から派遣

主査　萬代 弘樹（広報広聴、ふるさと納税、統計調査）
主査　竹村 幸二（地域振興、景観づくり、くるくる号、交流活動）
主査　大林 良介（予算・決算、財政計画）
　　　金沢　 愛（ふるさと会活動、電算システム、男女共同参画）
　　　柴田 翔太郎（予算・決算、地方債）
　　　内山 陽水（移住窓口、広報広聴、行政区活動、情報無線、ふるさと納税）
　　（会計年度任用職員）金岩美菜（ふるさと納税、事務一般）
　　（会計年度任用職員）萱野 彰（ふるさと納税、事務一般）

企画財政グループ
　課長補佐　渡辺 大輔

 総 務 課

主査　小松 健児（民生児童委員、生活保護、障がい・児童福祉）
主査　永井 亮平（介護保険・高齢者福祉）
　　　山田 周平（地域包括支援センター：権利擁護、在宅医療・介護連携）
　　　板澤    寛（居宅介護支援事業、福祉移送）
　　　佐藤 美香（介護保険、介護認定審査、福祉灯油）
　　　吉田 彩乃（障がい者福祉、介護保険）
　　　相澤 南帆（児童手当、放課後児童、保育園）
　　（再任用）坂村 暢一（認定調査、予防支援）

 住 民 課

　　（併任）渡辺 真帆（農業者年金、農地に関すること、諸証明）

　　（会計年度任用職員）木村 優子
　　（本議会・常任委員会に関すること、議会だよりの発行など）

書記（併任）　加藤 千晶　小関 梨菜
　　（選挙事務に関すること）

庶務係　係長　中佐 祐介
　　　　　　　大橋 直人 　村上 圭亮　 井尻 雄也
　　（再任用）須賀 裕一
　　（職員の人事・給与、予算、消防団など）

学校給食共同調理場
　教育次長兼務

　次長　阿部 雅行

農業委員会事務局
 事務局長　中道 真也

議会事務局
 事務局長　岩﨑 孝哉

監査委員事務部局
 書記長（併任）岩﨑 孝哉

選挙管理委員会
 書記長（併任） 川尻 年和


