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2階

1階

市役所本庁
教育長室
教育総務課【68－0055】�
学校教育課【68－0056】�
社会教育課【68－0057】�
監査委員事務局【68－0061】�
議場　正副議長室　協議会室
会派室
議会事務局【68－0059】�

3号庁舎
TEL：（0771）68－0001㈹�
FAX：（0771）63－0350（1階）�
　　 （0771）63－2850（2階）�

母子保健係
係　　長　塩貝　 千絵�
　　　　　疋田 ミツル�
　　　　　八田 　由紀�
　　　　　田中 　智美�
　　　　　河原 　ナヨ�
　　　　　井上 　知美�
　　　　　西村　 智子�

健康増進係
係　　長　松村 　雅枝�
　　　　　小林 　早苗�
　　　　　磯部 　雅子�
　　　　　人見 　敦子�
　　　　　越浦 　　恵�
　　　　　松浦 　宣子�
　　　　　中西 　智子�
　　　　　山崎 栄美子�
　　　　　福山 　千恵�
　　　　　前 　　博子�
　　　　　上田 　敦子�
　　　　　阪本 　樹里�

�

農林商工部�
部　　長　西岡 　克己�

土木建築部�

福　祉　部� 部　　長　永塚 　則昭�

都市計画課�
蕁68-0052�

課　　長　塩田 　康文�
課長補佐　人羅 　　均�
計画・指導係

係　　長　藤林 　　裕�
係　　長　船越 　正一�
　　　　　大谷 　洋史�
　　　　　北村 　誠也�
　　　　　西野 泉太郎�
都市整備係

係　　長　湯浅 　寿朗�
　　　　　小寺 　雅智�
　　　　　齋藤 　友宏�
　　　　　木村　　 肇�
区画整理係

係　　長　石田 　真包�
　　　　　渡辺 　昌也�
　　　　　中西 　治郎�

道路河川課�
蕁68-0051�

課　　長　小林 　　守�
課長補佐　前田 　良一�
課長補佐　村田 　文雄�
課長補佐　安井 　　滋�

庶務係
係　　長　(村田補佐兼務)�
　　　　　安木 裕一郎�
　　　　　大狩 　輝芳�
道路整備一係

係　　長　(前田補佐兼務)�
　　　　　森 　　雅彦�
　　　　　井尻 　　聡�
　　　　　片野 　　誠�
　　　　　岡部　 哲使�
　　　　　秦 　　洋祐�
　　　　　塩邊 　健一�
道路整備二係�

係　　長　村上 　義彦�
　　　　　松本 　昭浩�
　　　　　吉田 　泰久�
河川整備係

係　　長　（安井補佐兼務）�
　　　　　田中 　篤司�
　　　　　東 　　晋也�
　　　　　（京都府へ出向）�

土木管理課�
蕁68-0013�

課　　長　川勝 　芳憲�
課長補佐　寺田 　　昇�
課長補佐　谷口 　　明�

庶務係
係　　長　佐々谷 隆司�
　　　　　福井 　克己�

管理係
係　　長　（谷口補佐兼務）�
　　　　　井尻 　利和�

�
住宅課�
蕁68-0062�

課　　長　前田 　博文�
課長補佐　片岡 　豊樹�

庶務係
係　　長　湯浅 　浩久�
　　　　　田中 　洋子�

管理係
係　　長　(片岡補佐兼務)�
　　　　　川勝 　忠和�

子育て支援課�
蕁68-0017�

課　　長　（永塚部長兼務）�
主　　幹　藤阪 　　治�
子育て支援係

係　　長　高橋 　伸夫�
　　　　　佐藤 ひろ子�
　　　　　岡部 　和子�
　　　　　野々口 泰人�
　　　　　岩峅 　志保�
　　　　　馬渕 　美賀�

高齢福祉課�
蕁68-0006�

課　　長　吉田 　　進�
課長補佐　塩貝 　潔子�
高齢者福祉係

係　　長　井上 　明美�
　　　　　上村 志津子�
　　　　　大橋 　香澄�
　　　　　上嶋 　英孝�
介護保険係

係　　長　湯浅 　圭介�
　　　　　川勝 　　脩�
　　　　　川勝 　隆弘�
　　　　　竹内 　大視�
介護認定係

係　　長　(塩貝補佐兼務)�
　　　　　梅津 　悦子�
　　　　　井尻 　哲也�
　　　　　冨部 　孝佳�

社会福祉課�
蕁68-0007�

課　　長　原田 　朱美�
課長補佐　前田 　明夫�
課長補佐　栃下 　晴基�
課長補佐　山口 　　勝�
福祉総務係

係　　長　(栃下補佐兼務)�
　　　　　麻田 　和美�
　　　　　森 　　　惠�
生活福祉係

係　　長　塩田 　澄子�
　　　　　長野　 悦史�
　　　　　八木 　裕也�
障害者福祉係

係　　長　小越 　清美�
　　　　　戸本 　節子�
　　　　　杉森 千恵子�
　　　　　松原 　留美�
　　　　　野中 　良子�

農林整備課�
蕁68-0012�

課　　長　八木 　正司�
課長補佐　土井 　善幸�

整備係
係　　長　奥村 　直樹�
係　　長　西山 　信之�
　　　　　大前 　隆央�
　　　　　中井　 雅宏�
　　　　　廣瀬 　耕二�
　　　　　（京都府へ出向）�

林務係
係　　長　谷 　　裕之�
　　　　　清水　　 易�
　　　　　平井 　幹人�

農政課�
蕁68-0060�

課　　長　神田 　　衛�
課長補佐　中川 　悦光�
　   (八木町農業公社へ出向)�
課長補佐　船越 　雅英�

計画係
係　　長　渡　 　春幸�
　　　　　坂口 　典貫�
　　　　　松本 　清臣�

農政係
係　　長　（船越補佐兼務）�
　　　　　堀 　　忠明�
　　　　　寺田 　利裕�

�
商工観光課�
蕁68-0050�

課　　長　平野 　清久�
課長補佐　八木 　　忍�
商工観光係

係　　長　中川 　貴文�
係　　長　國府 　栄彦�
係　　長　西田 　文英�
　　　　　山内 　里美�

部　　長　山内 　　明�

3階

2階

1階
社会福祉課【68－0007】　子育て支援課【68－0017】�
高齢福祉課【68－0006】　環境課【68－0015】�
健康課【68－0016】�

市役所本庁
商工観光課【68－0050】　農林整備課【68－0012】�
農政課【68－0060】　農業委員会【68－0067】�
道路河川課【68－0051】　土木管理課【68－0013】�
都市計画課【68－0052】　住宅課【68－0062】�

健康課�
蕁68-0016�

課　　長　大内 　早苗�

福 祉 事 務 所�

2号庁舎 TEL：（0771）68－0001㈹�
FAX：（0771）63－0654

遺邊


