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日吉支所� 参　　与　浅野 　敏昭�
（日吉支所長事務取扱）�

美山支所� 参　　与　中島 　三夫�
（美山支所長事務取扱）�

八木幼児学園�
園長兼所長　東野 　洋子�

給食調理�学校用務�

園部中学校 木村 　節子�

美山中学校 大野 　幹子�

園部小学校 中川 　明子�

摩気小学校 野々口 文子�

八木小学校 國府 　洋子�

富本小学校 畑 　　杉江�

知井小学校 覗渕 ちづる�

平屋小学校 大東 富美子�

鶴ヶ岡小学校 武田 　節子�

大野小学校 波多野 千恵美�

園部幼稚園�
蕁62－0160�

園長補佐　佐藤　 明美�
係　　長　出野 　佐知�
　　　　　久保 　佳苗�
　　　　　谷　　 明美�
　　　　　西岡 　典子�
　　　　　福井 　徳子�
　　　　　榎 　真由美�
　　　　　阪本 　　満�
　　　　　高木 友紀子�
　　　　　中西 　由佳�
　　　　　向條 由香里�

すこやか学園�
蕁63－1660�

係　　長　前原 　一子�
　　　　　八木 　裕子�

園部保育所�
蕁62－0427�

所長補佐　森本 　絹子�
係　　長　石田 　博子�
　　　　　秦 　　久美�
　　　　　井尻 真奈美�
　　　　　河原 　育代�
　　　　　奥村 　恵美�
　　　　　武田 　知美�
　　　　　川坂 美紗子�
　　　　　宇野 みすず�
　　　　　寺尾 　満果�
　　　　　石川 喜久美�

城南保育所�
蕁62－1400�

係　　長　吉田 　博美�
係　　長　前田 　和代�
　　　　　佐井 かよ子�
　　　　　吉田 さゆり�
　　　　　内藤 めぐみ�
　　　　　白石 　博美�
　　　　　松尾 　公美�
　　　　　中川　 奈穂�
　　　　　稲葉 　春菜�
　　　　　井上 　麻紀�

中央保育所�
蕁72－0212�

所長補佐　塩貝 　圭子�
　　　　　曽利 恵理子�
　　　　　井尻 さとみ�
　　　　　仲田 　妙子�
　　　　　森内 あずさ�

興風保育所�
蕁73－0130�

所長補佐　堀江 　純子�
係　　長　桐 　　三枝�
　　　　　弓削 志津加�
　　　　　桂 　　早苗�

胡麻保育所�
蕁74－0052�

係　　長　岡島 眞理子�
　　　　　山口 　智美�
　　　　　永澤 　光子�
　　　　　和田 　純江�
　　　　　和田 　清子�

みやま保育所�
蕁75－0133�

係　　長　市原 　　薫�
　　　　　高橋 　知代�
　　　　　磯部 　美香�
　　　　　中島 　由美�

知井保育所�
蕁77－0047�

係　　長　武田 　秀子�
　　　　　菅井 ひろ美�

平屋保育所�
蕁75－0232�

係　　長　内牧 ひとみ�
　　　　　近澤 真紀代�
大野保育所�
蕁75－0158�

係　　長　木戸 時貴子�
　　　　　鈴木亜寿架�

東幼児学園�
蕁42－4377�
東保育所�

所　　長　前田 　照美�
係　　長　今西 　恵子�
　　　　　山口 　雅世�
　　　　　木村 富美恵�
　　　　　福岡 　尚子�

中央幼児学園�
蕁42－5189�
中央保育所�

所長補佐　馬渕 　政子�
係　　長　松山 　純子�

今井 かおり　河原林 真理　西川 　淳子�
佐々木まさ子　吉見 　　牧　山内 　　希�

中央幼稚園�
係　　長　廣瀬 　千鶴�

小森 千恵子　高西 美千代　中嶋 　容子�
原田 万基子　嶋田 　朋美　　　 　　　�

八木学校給食�
共同調理場�

所　　長　村上 三枝子�
　　　　　國府たま子�
　　　　　八木 　博美�

�
日吉町学校給食�
　　　　　太田 眞裕美�
　　　　　山内佳寿美�

�
美山学校給食�
共同調理場�

所　　長　倉内 　辰彦�
係　　長　大澤 　久代�
　　　　　林 　とも江�
　　　　　山内 　栄子�
　　　　　堀 　　秀子�

美山支所　TEL：（0771）68－0040�
　　　　　FAX：（0771）75－0801

美山支所

1階 宿直室

2階

参与室
地域総務課【68－0040】�
健康福祉課【68－0041】�
産業建設課【68－0043】�

日吉保育所�
所　　長　 東 　　厚子�

園部保育所�
所　　長　土佐 　順貞�

園部幼稚園�
園　　長　白井　直美�

美山保育所�
所　　長　前谷 美沙代�

産業建設課�
蕁68－0034�

課　　長　和久田 哲夫�
課長補佐　吉田 　寿史�
産業振興係�

係　　長　勝田 　典範�
　　　　　大牧 あゆみ�
　　　　　井尻 　直也�

建設係�
係　　長　（吉田補佐兼務）�
　　　　　谷垣 　哲也�

健康福祉課�
蕁68－0032�

課　　長　栃下 　辰夫�
課長補佐　森本 　隆幸�
市民福祉係�

係　　長　四方 　厚司�
　　　　　堀 　由紀子�
　　　　　橋本 　裕万�
　　　　　松原 　亮二�
　　　　　上原 賀奈子�

地域総務課�
蕁68－0030�

課　　長　上原 　文和�
課長補佐　榎本 　　尚�

総務係�
係　　長　岡本 　悦子�
係　　長　奥村 　直美�
　　　　　内藤 　克彦�
　　　　　岩本 　陽子�
地域振興係�

係　　長　平田 　聖治�
　　　　　久野 　義彦�

産業建設課�
蕁68－0043�

課　　長　村田 　稔夫�
産業振興係�

係　　長　清水 　　茂�
　　　　　奥村 　　豊�
　　　　　中野 　　修�
　　　　　中島 　友弘�

建設係�
係　　長　（村田課長兼務）�
　　　　　吉田 　伸一�
　　　　　林 　　恭宏�

健康福祉課�
蕁68－0041�

課　　長　上田 　利之�
課長補佐　弓削 　雅裕�
市民福祉係�

係　　長　大中 　玲子�
係　　長　勝山 万里恵�
　　　　　桂 　　隆浩�
　　　　　平井 明日香�

地域総務課�
蕁68－0040�

課　　長　小島 　和幸�
課長補佐　西田 　　豊�

総務係�
係　　長　片山 真智子�
　　　　　下田 　真徳�
　　　　　能瀬 　正樹�
　　　　　吉田 　将司�
地域振興係�

係　　長　大秦 　弘己�
　　　　　井上 　　操�
　　　　　岩間 　孝弘�
　　　　　藤原 　正昭�
　　　　　平井 　智彦�
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