
潯広報くろしお  №134　2017（平成29）年5月号

トピックストピックス

行政の機構と職員配置行政の機構と職員配置行政の機構と職員配置

黒潮町長　大西　勝也

町　参　事　北岸　英敏

副　町　長　松田　春喜 教　育　長　坂本　勝

〈2017（平成29）年4月1日現在〉

　

　■課　　　長　宮川　茂俊（兼 選挙管理委員会事務局上席の書記）

　□財　務　係　（係長）酒井　真哉　　周治　正崇　　池田　裕貴

　□企画振興係　（係長）今城　亮　　和田　祐樹　　渡辺　大和　　坂本　恒星　　岡本　里咲

　□行政人事係　（課長補佐 兼 係長）西村　康浩　　谷　純大　　威能　由起　　谷口　由希　　

　　　　　　　　　　　　　　　　  国見　知法　　金子　富太（再任用）　　

　□総　務　係　（課長補佐 兼 係長）土居　雄人　　野村　良彦　　都築　久延　　吉松　純樹

　　　　　　　　　　　　　　　　  小橋　正裕

　　　　　　　　（高知県へ出向）新谷　千尋

　　　　　　　　（後期高齢者医療広域連合へ出向）野並　彩

　□地籍調査係　（係長）野村　晃稚　　濱田　泰輔

　■課　　　長　顴廣　誠司

　□情報推進係　（課長補佐 兼 係長）小橋　賢二　　山本　省太　　下谷　太陽

　□消防防災係　（係長）村越　淳　　酒井　大稀　

　□南海地震対策係　（係長）今城　正和　　宮地　伸弥　　西村　享之　　植田　樹丘也

　■課　　　長　尾闢　憲二

　□収　納　係　（課長補佐 兼 係長）大闢　美砂　　今西　みさ子　　松田　大助　　　

　□住 民 税 係　（係長）渡辺　浩二　　威能　佑介　　山沖　知美　　宮地　　愛

　□資 産 税 係　（係長）米津　純隆　　西田　和晃

　■課　　　長　川村　一秋（兼 保健福祉センター所長）

　□介護保険係　（係長）佐田　幸　　福岡　和加　　中川　 めぐみ

　□福　祉　係　（係長）秋田　優子　　周治　麻衣　　吉門　早紀　　亀谷　賢汰★　　

［保健福祉センター］蕁43－2836（直通） FAX 43－2676

　　　　　　　　　  〈地域包括支援センター　蕁43－2240（直通）〉

　□保健衛生係　（課長補佐 兼 係長）秋森　弘伸　　森本　泰代　　　伊賀　未来　　宮尾　加奈子

　　　　　　　　　　　　　　　　）竹本　真理　　横井　知子★

　

　□地域包括支援センター　（係長）柿内　靖　　山闢　茜　　田中　まなみ　　中平　寧々★

黒潮町役場　本庁　〒789－1992　黒潮町入野2019番地1　蕁43－2111（代表）FAX 43－2788

情報防災課

総　務　課

税　務　課

蕁43－2112（直通） FAX 43－2788〈企画振興係蕁43－2177（直通）〉

蕁43－2816（直通）〈収納係 蕁43－4500（直通）〉

蕁43－2188（直通） FAX 43－2788

健康福祉課 蕁43－2116（直通）

（保健師） （保健師）

（保健師）（保健師）

（保健師）

（保健師） （保健師）

★印は新規採用・任用職員です（紹介記事5ページ）。組織の主な変更点については、11ページ下をご覧ください。
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　■課　　　長　藤本　浩之（兼 衛生センター所長）

　□住基戸籍係　（係長）河村　美智子　　秋澤　悠　　山口　あゆみ　　下元　汰騎★

　□人権啓発係　（係長）奥谷　佐恵　　塚地　直人

　□環境保全係　（課長補佐 兼 係長）古津　利幸　　柿内　愛

　□国　保　係　（係長）武政　志保　　泉　彩里　　松本　幸子（再任用）　　　　

［大　方　町　民　館］蕁/FAX 43－1204（直通）

　□大方町民館係　（大方町民館長 兼 係長 兼 大方児童館長）山沖　安子　　坂本　春彦

［佐　賀　町　民　館］蕁 55－2108（直通） FAX 55－2200

　□佐賀町民館係　（課長補佐 兼 佐賀町民館長 兼 係長 兼 佐賀児童館長）吉本　雅彦　　山闢　裕也

■課　　　長　宮地　丈夫（兼 農業委員会事務局長）

　□農業振興係　（係長）斉藤　長久　　山闢　聖良　　安光　稜

　□農業土木係　（係長）伊与木　秀人　 顴廣　進伍

■課　　　長　金子　伸

　□土　木　係　（係長）河村　孝宏　　喜多　豊浩　　吉門　恭兵　　武政　智文　　金子　正人　　

　□庁舎建設係　（課長補佐 兼 係長）宮川　智明　　宮上　昌人

　□都市計画係　（課長補佐 兼 係長）岡田　典久　　國見　和志　　藤本　　英

■室　　　長　門田　政史

　□産業推進係　（係長）友永　公生　　山沖　慎吾　　濱口　無双　　秋田　真　　武政　登（再任用）

　□商工観光係　（室長補佐 兼 係長）岡本　浩　　今西　ひとみ　　野村　浩平★　　松本　敏郎　　

住　民　課

農業振興課 蕁43－1888（直通）

産業推進室 蕁43－2113（直通） FAX 43－2060

まちづくり課 蕁43－2115（直通） FAX 43－2123〈水道係 蕁43－2114（直通）〉

蕁43－2800（直通）

■会計管理者　小橋　智恵美（兼 出納室長）

□大方出納係　（室長補佐 兼 係長）河内　恵美　　吉村　心　　金子　仁美

□佐賀出納係　河内　恵美（兼務）　　室津　百香（兼任） 

■局 　 　 長　小橋　和彦（併 監査委員事務局長）

□書　　　記　都築　智美（併 監査委員事務局書記）　　

■上席の書記　宮川　茂俊（兼務）　　□書　　　記　村越　志麻

■事 務 局 長　宮地　丈夫（兼務）　　□書　　　記　森下　昌三（再任用）

出　納　室 大方出納室 蕁43－2117（直通）

議会事務局 兼 監査委員事務局 蕁43－2831（直通）

選挙管理委員会事務局 蕁43－2825（直通）

農業委員会事務局 蕁43－1888（直通）／佐賀窓口（海洋森林課内）蕁55－3115（直通）

めぐみ

（再任用）
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　■支　所　長　矢野　雅彦（兼 地域住民課長 兼 国保保健福祉支援センター長）　

　■課　　　長　矢野　雅彦

　□総合窓口第１係（総務・消防）　（課長補佐 兼 係長）青木　浩明　　宮地　敏行　　吉門　要

　□総合窓口第１係（　　税　　）　大西　貴史

　□総合窓口第２係（戸　　籍）　（係長）河内　恵美（兼務）　

　□総合窓口第２係（保険福祉）　（係長）室津　百香

［保健センター］蕁55－7373（直通） FAX55－7081

　　　　　　　　（課長補佐 兼 保健センター係長）饌田　美早　　浜岡　えつ子　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　柿内　愛　　大砂　紅（兼務）　

［拳ノ川診療所］蕁55－7111（直通） FAX55－7081

■所　　　長　（医師）　　－

　□医　務　係　（係長）饌田　美早（兼務）　　大砂　紅　　　　　　

　■課　　　長　今西　文明

　□水産振興係　（係長）島先　陽輔（農林水産省より出向）　　井上　裕　

　□漁港港湾係　（課長補佐 兼 係長）今西　和彦　　吉福　錬

　□林業振興係　（係長）松本　広一

　■課　　　長　森田　貞男

　□土　木　係　（課長補佐 兼 係長）岡闢　裕至　　森近　正道　　小谷　秀樹　　西谷　翔

　□水　道　係　（係長）畠中　哲司　　松井　正明　　松田　和年（再任用）

　■教 育 次 長　畦地　和也

　□学校教育係　（係長）國友　広和　　松井　智絵里　　田邉　万里乃★　

　□就学前教育係長　（次長補佐 兼 係長）川村　雅志　　都築　義仁

　□生涯学習係　（係長 兼 人権教育係長）渡辺　健心　　宮地　洋　　徳弘　芳貴

　□人権教育係　（係長）渡辺　健心（兼務）　　村越　豊年（再任用）

［大方学校給食センター］　蕁31－3201（直通） FAX 31－3202

［佐賀学校給食センター］　蕁55－2166（直通） FAX 55－2181

　　　　　　　　（次長補佐 兼 所長）宮地　美

［学校］（校務員）

　□拳ノ川小学校　蕁５５－７３５５　永野　由美　　□大方中学校　　蕁４３－２２２２　村越　多代　

　□伊与喜小学校　蕁５５－２０６９　佐田　由紀恵　□佐賀中学校　　蕁５５－２０２７　坂口　郁代

　□佐賀小学校　　蕁５５－２０３２　森田　美永子

　□上川口小学校　蕁４４－１１２７　矢野　香澄

　□南郷小学校　　蕁４３－１１２４　谷　千恵子　

　□入野小学校　　蕁４３－１０１６　渡辺　紀美子

　□田ノ口小学校　蕁４３－１１１９　

　□三浦小学校　　蕁４３－１１１４　

建　設　課 蕁55－3700（直通）　水道係 蕁55－3700

教育委員会 蕁55－3190（直通） FAX 55－3850

佐賀支所　〒789－1795　黒潮町佐賀1092番地1　蕁55－3111（代表） FAX 55－3850／55－2851

地域住民課 〈総合窓口第1係 蕁55－3113（直通）／

  総合窓口第2係・保険福祉 蕁55－3112（直通）／戸籍 蕁55－3701（直通）〉

（保健師）

（保健師）

（保健師）

あい

海洋森林課 蕁55－3115（直通）
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◆まちづくり課まちづくり係はまちづくり課都市計画係へ統合されました。

本庁での公営住宅に関することはまちづくり課土木係が担当します。

◆教育委員会学校教育第１係は学校教育係に、学校教育第２係は就学前教育係になりました。

保育に関することは就学前教育係が担当します。

［大方くじら保育所］蕁44－1112　FAX44－1471

　　　　　　　　  （所長）植田　節美　　松田　佳奈子　河野　佐代　　西内　美砂　　深木　俊行　　

　　　　　　　　　　　）山下　真衣　　杉本　紗帆　　小松　智香　　津野　里沙子★　

　　　　　　　　　　　）渡辺　りか　　山本　香織

［大方中央保育所］蕁43－0511　FAX43－0513

　　　　　　　　  （所長）江口　千寿　　佐野　久美　　畠中　陽子　　須本　光恵　　豊永　恵　　　

　　　　　　　　　　　）田辺　真実　　宮村　志緒　　橋田　玲子　　金子　祥子　　酒井　紀仁

　　　　　　　　　　　）浜闢　すみれ　　

　　　　　　　　　　　）武政　芳香　　福本　知代　　広川　千恵　

［南　部　保　育　所］蕁43－3481

　　　　　　　　  （所長）濱田　素子　　北尾　美穂　　吉尾　佐織　　饌田　久美子

［佐　賀　保　育　所］蕁55－2117　FAX55－2118

　　　　　　　　  （所長）宮川　由美　　石井　一代　　松岡　由希子　　桑原　富美　　上野　直美

　　　　　　　　　　　）入野　志保　　徳広　美希　　和田　麻衣子　　濱田　優子　　

　　　　　　　　　　　）荒尾　友子　　西村　真知

［地域子育て支援センター（大方中央保育所内）］蕁43－0512

　　　　　　　　  （センター長）明神　美壽　

トピックストピックス

組織の主な変更点 （平成29年4月1日～）

（調理員） （調理員）

（調理員） （調理員）

（調理員） （調理員）

（調理員）

（調理員）

平成28年度退職者（平成２９年３月３１日付け）

松本　敏郎　　山本　勝也　　千谷　和人　　下元　美穂　　野村　章子　　野村　敬子　　　　

松田　和年　　大和　美幸　　松下　貴代

都築　宏仁（農林水産省水産庁へ出向）

野村　季史（国土交通省四国地方整備局へ出向）


