
上士幌町事務分掌　１

庶務、選挙、情報公開、行政改革、

契約、防災、職員、電算、財産管理

企画、ひと・まちづくり、広域行

政、地域振興、生涯活躍のまち、

財政、広報広聴、情報交流、統計、

企業誘致、ふるさと納税

❖課長　杉　本　　　章 ❖主幹　冨　川　裕　士

❖町長　竹　中　　貢　　❖副町長　千　葉　与四郎　　❖教育長　小　堀　雄　二

❖課長　松　岡　秀　行 ❖主幹　宮　部　直　人
【北海道派遣職員】
❖主幹　瀬　下　充　孝

【庶務・防災担当】
❖主幹　冨　川　裕　士
【庶務担当】
❖主査　石　川　志　乃

【契約・防災担当】
❖主査　大　塚　利　晃
【職員・電算担当】
❖主査　遠　藤　裕　司

【管財担当】
❖主査　鈴　木　隆　嗣

【企画担当】
❖主幹　宮　部　直　人
【企画・地域振興担当】
❖主査　老　月　隼　士

【生涯活躍のまち担当】
❖主幹　瀬　下　充　孝
【広報広聴・情報交流担当】
❖主査　木　田　克　則

【財政担当】	
❖主査　新　井　英次郎
【企業誘致・ふるさと納税担当】
❖主査　梶　　　　　達

 ❖ 管理職

 ❖ 管理職

 ❖ 各担当業務のリーダー

 ❖ 各担当業務のリーダー

 ❖ 担当スタッフ

 ❖ 担当スタッフ

お問い合わせ先

お問い合わせ先

業務内容

業務内容

総　務　課

理 事 者

しっかり経営

企画財政課
元気まち推進

❖課長　杉　原　祐　二
❖主幹　賀　陽　弥生子

❖主幹　鶉　橋　浩　行 ❖主幹　佐　藤　泰　将

【自然館・観光担当】
❖主幹　鶉　橋　浩　行
【商工・移住・定住・農林商工連携担当】
❖主査　平　岡　崇　志

【商工・観光・移住・定住担当】
❖主幹　佐　藤　泰　将
【観光・熱気球担当】
❖主査　中　田　将　雅

【観光戦略拠点整備担当】
❖主幹　賀　陽　弥生子

 ❖ 管理職

 ❖ 各担当業務のリーダー

 ❖ 担当スタッフ
商工、観光、農林商工連携、移住・

定住、ひがし大雪自然館

お問い合わせ先

業務内容

商工観光課
わくわく感動

代　表　　☎2-2111

代　表　	 ☎2-4290
ふるさと納税	 ☎2-2233

代　表　	 ☎2-4291
ひがし大雪自然館	 ☎4-2323

〒080-1492　北海道河東郡上士幌町字上士幌東2線238番地
 ☎ ：01564-2-2111（代表）		※各課に記載の電話番号は直通番号です	≪市外局番 01564≫
FAX：01564-2-4637  ／  Eメール（代表）：kikakuzaiseika@town.kamishihoro.hokkaido.jp

平成29年度 まちのしごと北の元気まち

上士幌町

❖主任　乙　幡　康　之
◦協力　荒　沢　望　美

❖主事　西　谷　公　孝
◦協力　曽　谷　　　覚
◦協力　髙　野　沙　月
◦臨時　久　保　留　美

❖主任　生　野　五十司
◦臨時　岩　間　かおり

❖主任　伊　藤　佳　世
◦臨時　杉　原　和　人

❖主事　玉　木　聖　悟
◦協力　川　口　千　織
◦臨時　木　下　泰　明
◦臨時　松　岡　由　紀

◦臨時　武　藤　光　世

◦主事　宮　崎　七奈衣
◦臨時　荒　井　美　里

❖主事　国　重　航　平
◦協力　内　山　　　修
◦臨時　米　森　　　泉
◦派遣　早　田　比呂美

◦臨時　田　中　真里奈

新

新

組織・担当者一覧表組織・担当者一覧表

上士幌町
事務分掌一覧
平成29年４月現在



上士幌町事務分掌　２

　

農産、畜産、林産、耕地整備、農業

技術研究センター、農業経営改

善支援、ナイタイ高原牧場

❖課長　髙　橋　　　智 ❖主幹　谷　尻　常　盤 ❖主幹　菅　野　　　茂

【農業振興・畜産担当】
❖主幹　谷　尻　常　盤
【畜産担当】
❖主査　林　　　峰　之

【耕地整備担当】
❖主幹　菅　野　　　茂
【耕地整備担当】
❖主査　羽田野　泰　弘

【農産・農業技術研究センター担当】
❖主査　青　木　弘　彦
【林産担当】
❖主査　石　井　竜　也

 ❖ 管理職

 ❖ 各担当業務のリーダー

 ❖ 担当スタッフ

業務内容

お問い合わせ先

農　林　課
食とみどりを育む

❖主任　岡　田　　　直
❖主事　中　村　哲　士
❖準職　野々村　祐　二
❖準職　八木谷　亮　一
❖準職　太　田　英　行
◦臨時　坂　本　由起子

❖技師　吉　村　照　代
❖準職　菅　原　洋　一
❖準職　山　下　　　篤
❖準職　渡　部　敏　裕
❖準職　玉　手　　　守

❖主事　山　﨑　大　地
❖準職　坪　井　　　勉
❖準職　多　田　淳　一
❖準職　佐　藤　　　真
❖準職　菅　原　路　男

総合窓口、戸籍、年金、生活環境、

労働、職業紹介、交通安全、防犯、

税金、出納、会計

❖主幹　佐　藤　由美子
❖主幹　森　本　宏　典

❖主幹　吉　永　雅　一

【生活環境担当】
❖主幹　吉　永　雅　一
【出納・会計担当】
❖主査　佐々木　　　幹

【総合窓口・戸籍年金担当】
❖主幹　佐　藤　由美子
【総合窓口・戸籍年金担当】
❖主査　長　良　実　穂

【納税担当】
❖主幹　森　本　宏　典
【賦課担当】
❖主査　淺　井　尚　幸

【十勝市町村税滞納整理機構派遣】
❖主査　澁　谷　　　真

【会計管理者】
❖課長　木　下　由季子

 ❖ 管理職

 ❖ 各担当業務のリーダー

 ❖ 担当スタッフ

お問い合わせ先

業務内容

町　民　課
いきいき生活

代　表　　☎2-4294

農産・畜産　	 ☎2-4292
耕地整備・林産	 ☎2-4293
農業技術研究センター	 ☎2-4839

福祉、健康増進、国保医療、介護

保険、介護支援、地域包括ケア、

浴場

【社会福祉担当】
❖主査　深　瀬　一　輝
【介護保険担当】
❖主査　市　川　貴　邦
【介護支援担当】
❖主査　塩　澤　尚　弘

【児童・障がい福祉担当】
❖主査　北　澤　佳　隆
【健康増進担当】
❖主幹　弦　巻　佳　光
【健康増進担当】
❖主査　岸　　　美　香

【国保医療担当】
❖主査　鳥　本　和　志
【健康増進・介護支援担当】
❖主幹　佐　藤　眞由美

 ❖ 管理職

 ❖ 各担当業務のリーダー

 ❖ 担当スタッフ業務内容

国保医療　	 ☎2-4295
福祉・介護保険	 ☎2-4296
健康増進センター	 ☎2-4128
地域包括支援センター	 ☎2-5555

お問い合わせ先

❖課長　尾　形　昌　彦
【地域包括支援センター長】
❖主幹　弦　巻　佳　光 ❖主幹　佐　藤　眞由美保健福祉課

くらし安心

❖主任　瀬　戸　千　尋
❖主任　岩　隈　亘　史
❖主事　佐　藤　綾　子
◦臨時　山　口　由　紀
◦臨時　寺　戸　暢　子

❖主任　石　井　央　子
❖主任　四　戸　綾　野
❖主事　池　田　　　優
◦臨時　淺　井　奈　美
◦臨時　財　津　弘　子

❖主任　松　下　　　恵
❖主任　西　　　繁　典
❖技師　新　堀　佑里恵
◦臨時　北　澤　周　子
◦臨時　平　野　志　穂

❖主任　伊　藤　　　元
❖主事　山　本　道　雄
◦臨時　田　中　美和子
◦臨時　岩　間　千　代

❖主事　角　谷　真　紀
◦協力　由　村　柚　子
◦臨時　遠　藤　まゆみ

❖主事　石　野　雄　介
◦臨時　老　月　公　輝
◦臨時　坪　井　翔　煕



上士幌町事務分掌　３

学校教育、学校給食センター、認

定こども園、子ども発達支援セ

ンター、子育て支援センター

❖課長　石　王　良　郎
❖主幹　有　賀　孝　行

❖主幹　横　澤　仁　子 ❖主幹　藤　倉　徳　夫

【総務・学校教育担当】
❖主査　山　本　敦　志
【認定こども園】
◦園長　香　田　　　究

【学校給食担当】
❖主幹　藤　倉　徳　夫
【認定こども園担当】
❖主幹　横　澤　仁　子

【認定こども園・発達支援センター・子育て推進担当】
❖主幹　有　賀　孝　行
【子ども発達支援担当】
❖主査　藤　田　晴　美

 ❖ 管理職

 ❖ 各担当業務のリーダー

 ❖ 担当スタッフ

業務内容

総務・学校教育	 ☎2-3014
給食センター	 ☎2-2034
認定こども園ほろん	 ☎2-3686
子ども発達支援センター	 ☎2-4773
子育て支援センター	 ☎2-4152

お問い合わせ先

代　表　　☎2-4298

農業委員会事務 ❖局長　佐　藤　桂　二

【農業振興・農地担当】
❖主査　櫻　井　淳　史

 ❖ 管理職

 ❖ 各担当業務のリーダー
お問い合わせ先

業務内容

農業委員会

子ども課
教育委員会

❖副主査　田　邉　昌　枝
❖専門員　斉　藤　明　宏
❖技師　横　澤　学　美
❖技師　新　妻　美　希
❖技師　小野内　梨　乃
❖技師補　成　田　やよい
❖準職　浅　野　安　恵
❖準職　森　本　敦　子
◦協力　二　宮　　　翼
◦臨時　合　田　真　也
◦臨時　佐　藤　雅　美
◦臨時　小　林　美由季
◦臨時　荒　井　知　子
◦臨時　石　川　勝　美
◦臨時　小　菅　早　苗
◦臨時　杉　山　真奈美
◦臨時　三田村　さおり
◦委託　エリザベス･メイ・クオート

❖準職　大　西　美智代
❖準職　上　村　舞　子
❖準職　齊　藤　恵　里
◦臨時　大　原　麻　美
◦臨時　武　田　由　枝
◦臨時　大　沼　聖　子
◦臨時　若　原　千　智
◦臨時　𠮷　田　寛　幸
◦臨時　高　倉　明　美
◦臨時　林　　　紗矢佳
◦臨時　松　浦　喜　恵
◦委託　デビッド･ジョン･ウィルソン

❖主任　増　川　理恵子
❖技師　鎌　田　健　司
❖技師　四　戸　智　昭
❖技師　大　籏　　　愛
❖技師　宮　本　明日美
❖技師補　賀　下　世　羅
❖準職　新　舘　邦　子
❖準職　野　崎　寛　一
◦臨時　太　田　朋　則
◦臨時　松　川　　　誠
◦臨時　赤　坂　亮　祐
◦臨時　佐々木　あけみ
◦臨時　山　下　裕　美
◦臨時　加　藤　浩　代
◦臨時　清　水　　　舞
◦臨時　河　瀬　比呂子
◦臨時　荒　木　有　紀

❖主任　二　瓶　沙　織
❖技師　西　田　知　世
❖技師　野　原　こずえ
❖主事　大　原　拓　人
❖技師補　伊　藤　玲　菜
❖準職　加　納　ひとみ
❖準職　雪　野　良　子
❖準職　石　澤　麻　美
◦臨時　石　井　伸　幸
◦臨時　佐　藤　利　晴
◦臨時　板　垣　玲　央
◦臨時　小　森　不二人
◦臨時　江　口　雄　二
◦臨時　藤　川　廣　美
◦臨時　松　田　弘　美
◦臨時　若　原　有　希
◦臨時　古　川　洋　子

 ❖ 担当スタッフ

建築、土木、道路管理、車両管理、

公園管理、上水道、下水道、地籍、

商店街近代化、公営住宅

❖課長　名　波　　　透 ❖主幹　山　﨑　浩　司 ❖主幹　渡　部　　　洋

【下水道・建築担当】
❖主幹　山　﨑　浩　司
【車両・公園担当】
❖主査　髙　田　清　蔵
【土木担当】
❖主査　巴　　　康　考

【地籍担当】
❖主幹　渡　部　　　洋
【上水道担当】
❖主査　杉　森　誠　志

【公営住宅担当】
❖主査　渡　辺　正　史
【管理担当】
❖主査　田　中　義　朗

 ❖ 管理職

 ❖ 各担当業務のリーダー

 ❖ 担当スタッフ

お問い合わせ先

業務内容

建　設　課
住みよい環境

❖主任　平　岡　瑞　紀
❖技師補　三　島　健　太
◦臨時　角　張　千　香

❖技師　新　堀　達　也
◦臨時　石　井　晴　夫

❖技師　杉　林　貴　仁
◦臨時　齊　藤　　　栄

❖専門員　綿　貫　光　義
◦臨時　齊　藤　友　利
再

再

代　表　　☎2-4297

新

新

新

新



上士幌町事務分掌　４

議会事務･監査委員事務 ❖局長　船　戸　竜　一
❖主幹　渡　邊　純一郎

【総務担当】
❖主幹　渡　邊　純一郎

 ❖ 管理職

 ❖ 各担当業務のリーダー
お問い合わせ先

業務内容

❖課長　須　田　　　修 ❖主幹　岩　間　敏　広 ❖主幹　平　田　佳　伸

❖署長　馬　場　俊　之 ❖主幹　西　垣　隆　泰 ❖主幹　杉　山　知　宏

【図書館担当】
❖主幹　岩　間　敏　広

【体育・生涯学習・社教・連携教担当】
❖主幹　平　田　佳　伸

【生涯学習・社会教育・連携教育担当】
❖主査　松　下　慎　治

【庶務係】
❖係長　安　藤　聖　貴 ❖主任　國　島　健　介

【警防第２係】
❖係長　坂　田　浩　二 ❖係員　工　藤　達　人

【予防第２係】
❖係長　松　島　勇　武 ❖係員　小野内　英　人

【救急係】
❖係長　川　端　健　功 ❖係員　茂　木　香　純

【管理係】
❖係長　池　上　智　史

【とかち広域消防局派遣】
❖係長　荒　木　信　行

【警防第１係】
❖係長　飯　島　宏　昭 ❖係員　南　雲　享　陛

【予防第１係】
❖係長　足　立　隆　晃 ❖係員　瀧　村　憲　史 ❖係員　野　原　秀　平

 ❖ 管理職

 ❖ 管理職

 ❖ 各担当業務のリーダー

 ❖ 各担当業務の職員

 ❖ 担当スタッフ

火災・救急・災害等の
通報や要請は…

☎	１１９	へ

生涯学習、社会教育、社会体育、

連携教育、図書館、学童保育所

お問い合わせ先

業務内容

とかち広域消防局 上士幌消防署 事務分掌一覧　平成29年4月現在

北十勝２町環境衛生処理組合 事務分掌一覧　平成29年4月現在

環境衛生処理組合

❖場長　西　保　雅　好 ◦臨時　杉　本　里加子

 ❖ 管理職

代　表	 ☎2-3024
図書館	 ☎2-4634
学童保育所	 ☎2-2547

代　表　　☎2-4299

代　表　　☎2-2519

お問い合わせ先 代　表　　☎2-4055

お問い合わせ先

生涯学習課

上士幌消防署

教育委員会

とかち広域消防局

❖副主査　水　越　正　浩
❖準職　小　川　美　喜
◦協力　阪　口　香奈代
◦協力　前　田　圭一朗
◦臨時　門　馬　孝　子

❖主事　髙　橋　克　磨
❖準職　佐　藤　純　子
◦協力　橘　　　大　介
◦臨時　千　葉　正　夫
◦臨時　廣　瀬　絵　梨

❖主事　寺　戸　優　哉
◦協力　大　道　あゆ美
◦協力　松　岡　佑　昌
◦臨時　小　川　淳　子
◦臨時　渡　部　真奈美

新

新新

議会事務局
監査委員事務局

 ❖ 担当スタッフ

◦臨時　坂　井　なつみ

 ❖ 担当スタッフ


