
主任保健師　佐藤亜希子
准看護師　入江美紀子
保健師　後藤 沙耶
技　師  大庭果南子
技　師　東出 卓也
主事補　谷本 裕紀

総括主査　藤木和歌子
※後志広域連合へ派遣

総括主査　下山 達也

総括主査　岩間 雅紀

臨時職員　阿部 恭子
臨時職員　山本 ゆみ

臨時職員　藤田 まき子
臨時職員　吉田 志乃
臨時職員　藤田 和利

主事補　長内 政樹

臨時職員　山田 優樹
臨時職員　笠井 郁子
臨時職員　北島 絹子
臨時職員　山海 優樹

臨時職員　松谷 英樹

(産業交流雇用対策推進施設長)

臨時職員　佐藤 秀樹
臨時職員　大島 俊行
臨時職員　能代谷教雄
臨時職員　藤丸 利架子

主　事　熊谷 卓思
産業振興支援員
(嘱託職員)山下 貴弘

高齢者生産活動支援員
(嘱託職員)午耒 勇人

地域包括支援センター所長事務取扱

（坂野　宏行）

主任保健師　山崎 美穂
准看護師　(入江美紀子)　

総務課長　澤田 哲

会計管理者　笠谷 誠
階層別内訳 出納室長（笠谷 誠）

町　長 名
副町長 名
教育長 名

特別職　計 名
課長職 名

総括主査・総括係長職 名
主査職 名
課職員 名

余別支所長事務取扱（澤田 哲）

一般職　計
特別・一般職員　計

嘱託職員 名 企画課長　加藤 浩文
名

主　査　中村 倫子 主　任　槙野 弘樹

名
名

嘱託・臨時・ﾊﾟｰﾄ 計 名
主　査　平畠 恵治

主　事　高橋 野亜
主  事　大庭 光揮

臨時・パート

(注) 一般職には北海道からの

　   派遣職員１名は含まない
※北海道派遣職員

総括主査　工藤 紀子

総括主査　播磨 美代

町　長　松井　秀紀

副町長　奥山　均

技師(社会福祉士)（大庭果南子）　
技師(社会福祉士)（東出 卓也）　

主事補　小原 準平

(嘱託職員)河村 博

総括主査　石田 弘美

総括主査　上田 玄洋 主　査　古川 賢一

総括主査　福井 馨

主  事　福田 将人

主　査　木田 光昭

主　査　赤石 孝

臨時職員　能代谷仁美

臨時職員　原田 祐香
臨時職員　藤田 昌子
臨時職員　上山津奈子

臨時職員　古川美津子
臨時職員　安宅 紀博

診療、薬剤科

事務局長　小澤 俊一

みなと保育所長 (畑谷 順治)

主任看護師　船田 美子

議事係長事務取扱（菊谷祐二） 主　任　下山　りな
事務局長　菊谷 祐二

事務局長 （菊谷祐二）

振興計画総括係長　(成田 守寿）

名

主　査　丹場 康雄総括主査 (和島 厚)

国民健康保険診療所長 
嘱託医師 高橋 壯之祐

庶務係長事務取扱（菊谷祐二）

〔積丹町教育委員会〕

主　査　高野 晴美

主　査　山口 靖二

〔積丹町農業委員会〕 事務局長 (西川 源)

書記長　(澤田 哲)

〔積丹町監査委員事務局〕

〔積丹町選挙管理委員会〕

総  合  計

事務係長事務取扱(小澤 俊一)

〔積丹町議会事務局〕

臨時職員　澤田 隆之
臨時職員　尾本 淳
臨時職員　木村 昭人
臨時職員　福井 慎也

主事補　松浦あかり

主任看護師　佐藤しほり

主任保育士 藤野ゆかり
主任保育士 嶋田 真希
主任保育士 﨑山 浩世
保　育　士 野宮 香織

書　記 (大地奈津子)
書　記（松浦あかり）

臨時職員　坂野 武彦
臨時職員　天満 英一

総括主査　石田由紀子

総括主査　杉野 信一

総括主査　梶浦 正寛
主　査　長谷川 訓
※北海道へ派遣

臨時職員　加藤 はる子

主任保健師（山崎 美穂）

臨時職員　鎌田 千賀雄
臨時職員　吉田 眞治

総括主査　原 尚美

書　記 (松谷 太志)
書　記 (高野 晴美)

臨時職員　藤木 幸子

入舸支所長事務取扱（澤田 哲）

主任保育士（藤村 崇）

主任保育士　藤村 崇 臨時職員　野澤 千尋

臨時職員　遠藤 明美
臨時職員　成田 公子

臨時職員　成田 尊子

水産業技術指導員
(嘱託職員)水鳥 純雄

環境生態系保全技術アドバイザー

臨時職員　眞酒谷華奈
臨時職員　大保 文恵

主　任　金子 昌弘

主　任　下山　りな

臨時職員　高橋 努
臨時職員　横山 悟
臨時職員　植松 勉
臨時職員　加藤 明弘
臨時職員　住吉 賢
臨時職員　土屋 重孝

主　事　成田 友亮

主任技師　阿部 剛

総括主査　松谷 太志
主　任　大地奈津子

税務課長  今井フサエ

住民福祉課長 坂野 宏行

主任技師(介護福祉士) 石岡 公淑

子育て支援ｾﾝﾀｰ長 (畑谷 順治)

（子育て支援対策担当）

臨時職員　橋場 美月
臨時職員　馬場 晶子

臨時職員　戸松 紀子

商工観光課長  山崎 英幸 主　査　佐藤 理

農林水産課長　西川 源 主査事務取扱（西川源）

びくに保育所長　畑谷 順治

保　育　士　菊谷奈津美

建設課長　長谷川優史

主　事　松村 翔太
主　事　須貝 洋介

総括主査　船田 健三

学校教育課長　白濱 孝俊

生涯学習課長（白濱 孝俊）
（社会教育主事・体育専門員）

生涯学習推進ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

(嘱託職員)　山本 光廣

主　査　（丹場 康雄）

学校給食ｾﾝﾀ-長（白濱 孝俊） 総括主査　和島 厚

（社会教育主事・文化財保護士）

監査係長事務取扱（菊谷祐二） 書　記 (下山　りな)

庶務総括係長　成田 守寿
農地総括係長　(成田 守寿）

教育長　十河　昌寛

海洋ｾﾝﾀｰ所長 （白濱 孝俊）

書　記（松村 翔太）

臨時職員　郷六 昌子

臨時職員　荻野 衛

（平成28年４月１日現在）
（ ）は兼務・併任町職員の配置を紹介します
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まち の 日記帳

交通安全の祈り、今年も
　「愛の鈴」が寄贈

　町商工会女性部（葛西幸子部長）が交通安全の願いを込
めて製作する「愛の鈴」と、町を通じて新入学児童に贈る
「交通安全のお守り」を、今年も葛西部長、山本副部長が
役場を訪れ、寄贈しました。　
　昭和53年から同会が始めたこの活動は今年で38年目を数
え、この日は100個の「愛の鈴」が松井町長へ手渡されま
した。
　また、４月６日に行われた美国小学校入学式では葛西会
長から５人の新入学児童に「愛の鈴」と美国神社での祈祷
を受けた「お守り」が寄贈されました。
　平成12年８月以来続いている「輪禍の無い積丹町」を支
える活動に感謝を申し上げます。

  ３
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　札幌市とその近郊に住む積丹町出身者で構成されるふ
るさと積丹の応援団、札幌しゃこたん会（大平源一会
長・会員70名）の総会が札幌市内のホテルで開催されま
した。
　総会では大平会長のあいさつに続き、松井町長が町の
近況と日頃の“ふるさと積丹”への応援に感謝を述べま
した。
　総会後は交流会が行われ、同郷の仲間とふるさとの思
い出話に花を咲かせました。また、交流会ではカラオケ
や積丹町の名産物が当たる抽選会なども行われ、大盛況
の中万歳三唱で締めくくられ、同郷の仲間たちとの再会
を約束しました。

  ３
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“ふるさと応援団”が集う
　札幌しゃこたん会総会

　４月 16 日・17 日の２日間、北海道日本ハムファイター
ズ積丹町応援大使の鍵谷・中村両選手の応援企画として
観戦バスツアーが実施され、２日間で延べ 57 人が参加
しました。
　この２日間は鍵谷選手が僅かに出場したのみでした
が、記念すべき北海道移転後 888 勝目となった 16 日、
敗れはしたものの終盤まで接戦が続いた 17 日と、参加
者は大歓声が響く札幌ドームでプロの試合を存分に楽し
みました。
　今後も積丹町応援大使の鍵谷・中村両選手を応援して
いきましょう！

プロの試合に大興奮！
　【応援大使企画】観戦バスツアー

 ４
　　17

 ４
　　16
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