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理事（会計管理者事務取扱）  
 山下　秀一
課長補佐 根上真紀子
主　　幹　　 山中　鉄夫
主幹（出納係長事務取扱）
 根上　　要
【主な仕事】
出納、決算に関すること等

税務課　TEL74-2114 福祉課　TEL74-2117

課　　長 神馬　昭仁
課長補佐 鈴木　治朗
課長補佐 長谷川　賢
主幹（税務係長事務取扱）
　　 神馬　輝史
主幹（固定資産係長事務取扱）
 脇本　憲士
主幹（収納係長事務取扱）
 野呂　友彦
主　　査 吉田　恵里
主　　事 宮本　康佑
主　　事 伊藤　　柊
【主な仕事】
町税、税外諸収入、地籍調
査の管理に関すること等

課　　長 赤石　卓美
課長補佐 根上　義和
課長補佐 西﨑　良幸
主幹（福祉ふれあい係長事務取扱）
 菅原　　航
主幹（介護保険係長事務取扱）
　 紀本　　進
主幹（子育て支援係長事務取扱）
　 熊谷　美希
国民健康保険係長
 柏倉　貴宏
主　　事 成田　真夏
主　　事 虻川　絢哉
主　　事 松井　佑人
主　　事 小沢　悠斗

【主な仕事】
社会福祉、子育て支援、介
護保険、後期高齢者医療に
関すること等

町民課　TEL74-2115

理事（町民課長事務取扱）
 八木橋兼喜
課長補佐 小角　　等
主幹（町民生活係長事務取扱）  
 古川　秀輝
主幹（総合窓口係長事務取扱） 
 岩谷　博之
主　　査 西﨑　智人
主　　事 木村　美夢
主　　事 笹森　美久
主　　事 近藤　世梧
【主な仕事】
戸籍・住民基本台帳、国民
年金、環境保全に関するこ
と等

観光課　TEL74-4412

理事（観光課長事務取扱）
 一ノ関浩司
参事（課長補佐事務取扱）
 山本　昭彦
主　　幹 吉田　一仁
主幹（商工振興係長事務取扱）
　 西口　光洋
主幹（観光振興係長事務取扱）
　 蝦名　一裕
主　　事 古川　航大
主　　事 佐藤　智花
【主な仕事】
観光振興、商業振興、特産
品、自然環境保全に関する
こと等

農林水産課　TEL74-4411

理事（農林水産課長事務取扱）
 黒滝　秀晴
参事（課長補佐・農業振興係長事
務取扱） 根上　幸喜
課長補佐 工藤　宏昭
課長補佐 児玉　恵昭
主幹（農業政策係長事務取扱）
 新岡　重将
主幹（水産振興係長事務取扱）
　　 斉藤　徹伸
主幹（林業振興係長事務取扱）
 笹森　公人
主　　査 山﨑　清智
主　　査 島川　大生
主　　事 伊藤　泰悦
【主な仕事】
農林水産業の振興に関す
ること等

農業委員会　TEL74-4420

事務局長(兼務)　
 黒滝　秀晴
事務局次長 福沢　久弥
主　　査 小山　裕輔
【主な仕事】
農地等の権利移動、調査に
関すること等

課　　長 堀内　崇史
参事（課長補佐事務取扱） 中原　恒久
課長補佐（消防防災係長事務取扱）
 　　米谷　智明
主　　幹 鈴木　一輝
主　　幹 山本　大輔
行政係長 村上　公貴
主任主査 関野　直人
主　　査 藤田　法子
主　　査 兼平　景一
主　　査 平山　幸菜
【主な仕事】
地方分権・情報公開、行政施策の総合
調整、消防防災に関すること等

財政課　TEL74-2113

理事（財政課長事務取扱） 松沢　公博
課長補佐 鶴田　繁樹
主　　幹 平澤　典子
主幹（施設管理係長事務取扱）　
 棟方　友裕
主幹（情報システム係長事務取扱）
 大沢　幸幹
主幹（財政係長事務取扱） 兼平　光将
主　　査 佐藤　健吾
主　　事 福沢　海斗
【主な仕事】
予算・財務、集会所等施設管理、町有
自動車、情報通信ネットワークに関
すること等

建設課　TEL74-4413

理事（建設課長事務取扱）　
 熊沢　誠智
課長補佐（漁港整備係長事務取扱）
 　岩谷　拓士
課長補佐 増冨　勇人
主幹（土地改良係長事務取扱）　
 鹿内　謙三
管理係長 竹内　　崇
建設係長 竹越　　貫
主　　査 柴田　史絵
主　　事 岩谷　拳悟
主　　事 杉田　流星
主　　事 小角　竜輝
【主な仕事】
道路、河川、土地改良、漁港に関する
こと等

財産整備室　TEL82-0035

室長（工事検査主幹事務取扱）
 秦　　賢一
室長補佐（契約検査係長事務取扱） 
 堀内　博志
主幹（財産係長事務取扱）
 清水谷　剛
主　　査 鎌田　拓実
【主な仕事】
町有財産の管理に関する
こと等

水道課　TEL74-4416

理事（水道課長事務取扱）  
 米谷　　定
課長補佐 萱森　惣七
課長補佐（下水道係長事務取扱）  
 堀内　昭一
主　　幹 金沢　久史
主幹（水道係長事務取扱）
 小野　　守
主　　査 兼平　智恵
主　　査 世永　　翼
主　　査 黄金崎竜太
主　　事 松沢　弘明
主　　事 坂本　恒輝
【主な仕事】
上水道、下水道、集落排水
事業に関すること等

総合戦略課　TEL74-2122

課　　長 黄金崎芳幸
参事（課長補佐事務取扱）
 小野　聖司
課長補佐 山﨑　信行
主幹（企画調整係長事務取扱）
 熊谷　一夫
地域政策係長 一戸　卓磨
主　 事 福沢佳乃子
主　 事 秋穂　　健
主　 事 間山　聖也
総合戦略専門員 吉田　　緑
【主な仕事】
総合計画、統計、広報広聴、
公共交通、ふるさと納税に
関すること等

議会事務局
TEL74-4418

理事（議会事務局長事務取扱）
 斉藤　　稔
次　　長 兼平　正春
【主な仕事】
町議会の開閉会に関する
こと等

健康推進課
TEL82-0288

課　　長 小野　規子
課長補佐（兼務） 堀内美奈子
課長補佐 奥村　幸樹
主幹（健康増進係長事
務取扱） 平澤　　均
主　　幹 工藤　友美
主任保健師（兼務）
 秋元　　舞
主事（兼務）
 秋元　健志
保 健 師 山本　志穂
保 健 師 花田　侑紀
【主な仕事】
各種健診、健康づくり
に関すること等

新型コロナウイルス
ワクチン接種対策室
TEL82-0288

地域包括支援センター
TEL74-4421

事 務 長 竹内　　仁
次　　長 八木橋淑子
主幹（包括支援係長事
務取扱） 阿部　丈亮
主任看護師 工藤　恵子
保 健 師  平山　真耶
主　　事 岸本　翔平
【主な仕事】
介護予防事業、相談支
援等に関すること等

深浦診療所
TEL82-0337

事 務 長　神林　友広 
【事務部門】
次長（深浦診療所係長
事務取扱） 柳原　　晋
主　　査　小松　美子
医師確保専門員　八木　　史
【看護部門】
看護師長　斉藤　恵子
主任看護師　福沢多希子
主　　査　藤田　清子
看 護 師 白川めぐみ

大戸瀬支所
TEL76-2311

深浦町公民館
TEL74-2031

教育委員会教育課
TEL74-4419

参事（支所長事務取扱）
 中原　和洋
主　　査　吉田　龍司
総合窓口専門員 小山　　司

参事（支所長事務取扱）
 菊池　浩雅
支所長補佐（総合窓口
係長事務取扱）
　　　　　西﨑　光二
主　　査　渋谷　東陽
総合窓口専門員　岩森　睦子

岩崎支所
TEL77-2111

室　　長 堀内美奈子
主幹（対策室係長事務取扱）
 浦谷　和敏
主任保健師 秋元　　舞
主　　事 秋元　健志
主　　事 川幡　哲志
【主な仕事】
新型コロナワクチン接
種に関すること等

訪問看護ステーション
TEL82-0145

事務長（兼務）
 小野　規子
副看護師長 佐藤　郁代
看 護 師 向井　久美

館長（兼務） 熊谷　利克
公民館専門員 木村　明人
公民館専門員 藤島　幹夫

つがる西北五広域連合
 佐藤　友行
地域活性化センター
 阿部　華子

課　　長 熊谷　利克
課長補佐 伊藤　光彦
課長補佐 伊東　　信
主幹（学務係長事務取扱）
 八木橋心一
主幹（社会教育係長事務取扱）
 福沢　月宝
主　　査 福田宏太郎
主　　査 川村　栄貴
主　　事 川幡　夏未
主　　事 永谷　紫葉
主　　事 大川　瑞姫
【主な仕事】
学校の管理運営、社会教育
に関すること等

歴史民俗資料館・美術館
TEL74-3882

館長（兼務） 熊谷　利克
資料館専門員 西﨑　公慶
資料館専門員 小野　篤志

ふかうら文学館
TEL84-1070

参事（館長事務取扱）
 寺沢美千子
文学館専門員 春藤　　裕


