
各課の主な仕事と連絡先●土木係（172-3327）
河川、砂防、海岸、道路管理、下水路、除雪

交通安全施設の整備、日沿道の整備

●管理係（172-5883）
都市公園、町営住宅、建築確認、道路占用

住宅建設支援、住宅リフォーム利子補給

地籍調査

●環境係（172-5881）
ごみ処理、美化清掃、犬の登録、狂犬病予防

アメシロ防除、公害、水質保全・里山保全

再生可能エネルギー、省エネルギー

●上水道係（172-5887）
水道使用料金、水道加入、水道の開閉

水道水のトラブル、水道給水工事

●下水道係（172-5894）
下水道料金、排水設備新設確認

下水道施設の建設、合併処理浄化槽

① 地域生活課

●出納係（172-5888）
町税・水道料等の収納・支払い

現金の出納

④ 出　納　室
●議事係（172-5889）
議会運営・日程調整、陳情、議会の傍聴、

議会の広報（議会だより）

⑦ 議会事務局

●総務係（172-5880）
職員・臨時職員の人事・給与、成人式

庁舎等の管理、区長会、秘書

●財政係（172-5880）
町の財政、財産管理、入札指名参加

防災センター２階
●情報統計係（172-5893）
情報化、システム、ホームページ、統計

●危機管理係（172-5895）
災害対策、防災及び防犯、消防団及び消防施設

交通安全、交通災害共済、自衛官募集、空き家

対策（防災）

⑨ 総　務　課

●農地管理係（172-5890）
農業者年金、実勢賃借料・農作業基準賃金

農地の売買・貸借・転用の許可

⑤ 農業委員会
●企画係（172-4523）
振興計画、情報公開・個人情報保護、水循環保全

要望・陳情、公共サイン、広報広聴

地域おこし協力隊、日沿道建設促進

岩石・山砂採取、行政改革、行政評価

男女共同参画、辺地・過疎計画、国際交流

●まちづくり支援係（172-4524）
定住促進、集落支援員、地域活動支援

婚活支援、まちづくり協議会、起業支援

遊佐ブランド推進協議会

四大祭、きらきら遊佐マイタウン

●観光物産係（172-5886）
観光イベント、特産品推奨、観光施設整備

地域間交流（豊島区・大崎市・にかほ市など）

グリーン・ツーリズム、ふるさと会

⑧ 企　画　課

防災センター２階
●総務学事係（172-5891）
児童・生徒の就学（入学・転学）

学校教育施設の整備、スクールバス

●学校指導係（172-5891）
教職員の研修、児童生徒の適正就学、教育相談

●文化係（172-5892）
文化財、文化施設、町史編纂、民俗芸能

生涯学習センター
●社会教育係（172-2236）
社会教育・社会体育関係、青少年育成センター

ボランティアの育成　鳥海ツーデーマーチ

芸術文化団体の育成、少年町長・少年議会

図書館（172-5300）
図書館運営、読書活動の支援、資料提供サービス

⑩ 教育委員会教育課

●商工振興係（172-4522）
商工業振興、企業誘致、雇用対策、駅舎管理

消費者相談、地域公共交通

●農業振興係（172-5882）
農業・畜産の振興、農業制度融資、鳥獣保護

経営所得安定対策

●水産林業係（172-4521）
農村整備、漁港、水産・林業の振興

農道・林道、松くい虫防除

⑥ 産　業　課

●福祉介護保険係（172-5884）
障がい者福祉、生活保護、高齢者福祉

自立支援医療の給付、民生児童委員

介護保険給付、介護認定審査会

●子育て支援係（172-5897）
ひとり親・児童福祉、児童手当、保育園

幼稚園、ＤＶ相談

●国民健康保険係（172-5875）
国民健康保険、福祉医療、高額医療、後期高齢

防災センター１階
●健康支援係（172-4111）
健康づくり、各種健診、予防接種、母子保健

献血、食生活改善、健康相談

② 健康福祉課

●町民係（172-5885）
戸籍の届出、戸籍謄（抄）本・住民票、印鑑証明

所得証明等税証明、火葬場の使用許可申請

人口動態調査、国民年金

●課税係（172-5876）
個人町県民税・軽自動車税・国保税・介護保険

料の賦課、後期高齢者医療保険料の通知、法人

町民税・入湯税・町たばこ税の申告、税の申告

相談、固定資産税、月光川水害予防組合費

土地・家屋台帳、土地図面の閲覧

●納税係（172-5411）
町税・国保税・介護保険料・後期高齢者医療保

険料、月光川水害予防組合費の納付

③ 町　民　課

遊佐町役場
〒999-8301
山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211 
 TEL 0234-72-3311 FAX 0234-72-3310
ホームページ http://www.town.yuza.yamagata.jp 
メール（代表）yuzamati@town.yuza.yamagata.jp
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課　　長　　　高橋　　務
®総務学事係
　課長補佐兼係長　阿部　秀雄 
　主　任　　　池田　源威 
　主　任　　　高橋　克幸 
　主　任　　　高橋まり子
　主　事　　　佐藤　明子
®学校指導係
　係長兼指導主事　後藤　　司
®文化係　　　　
　係　長　　　菅原　善子
　主　任　　　大川　貴弘
　主　事　　　伊藤　　塁　

局　　長　　　堀　　　修
 　　　　 （兼務）
®農地管理係
　次長兼係長　今野　信雄
　主　事　　　佐藤　蓉子

《蕨岡小学校》
　主任用務員　斎藤　正一
　調理師　　　荒生絵里子
《遊佐小学校》
　用務員　　　後藤　弘康
　調理師　　　菅原　克彦
　調理師　　　伊藤　まみ
《藤崎小学校》
　主任用務員　大網　喜則
　主任調理師　五十嵐順子
　調理師　　　鈴木　友子
《高瀬小学校》
　用務員　　　小林　　浩
　調理師　　　佐藤　美帆
　調理師　　　長谷川七美
《吹浦小学校》 
　用務員　　　佐藤　博幸
　主任調理師　佐藤栄美子

《遊佐中学校》 
　主任用務員　金内　光弘
　主任用務員　金子　　潔

総務課総務係で兼務

事 務 局

局　　長　　　佐藤　源市
®議事係
　次長兼係長　佐藤　光弥

事 務 局

議 　 　 会

農業委員会

教育委員会

教　育　課

課　　長　　　渡会　隆志
®課税係
　課長補佐兼係長　富樫　　茂
　主　任　　　東海林エリ
　主　事　　　秋野　傳二
　主　事　　　友野　　友
　主　事　　　那須　耕平
　主　事　　　伊藤　歩美
　主事補　　　金野　史弥
®納税係
　課長補佐兼係長　杉山　芳樹
　主　査　　　佐藤　陽紀
　主　事　　　後藤　孝徳
®町民係　　　　
　係　長　　　佐藤　寿美
　主　査　　　阿部真喜子
　主　査　　　渡部　智恵
　主　任　　　阿部　貴徳
　主　事　　　瀧口めぐみ

町　民　課

課長兼高速道路対策室長
　　　　　　　川俣　雄二
®土木係
　課長補佐兼係長兼高速道路対策係長
　　　　　　　畠中　良一
　主　任　　　池田　智己
　主　任　　　富樫江利佳
　技　師　　　太田　好光
®管理係
　係　長　　　土門　良則
　主　任　　　伊藤　正美
　主　事　　　小野寺隆二
　主事補　　　池田　尚彬
®環境係
　係　長　　　菅原三恵子
　主　任　　　高橋　和則
®上水道係
　課長補佐兼係長　青塚　義一
　主　任　　　池田　博紀
　主　事　　　池田　晋一
®下水道係
　係　長　　　伊藤　治樹
　主　任　　　高橋　　司
　主　事　　　今野　　徹

地域生活課

課　　長　　　堀　　　修
®商工振興係
　係　長　　　太田　智光
　主　事　　　渋谷　和弘
®農業振興係
　係　長　　　佐々木和紀
　主　任　　　斎藤智恵子
　主　事　　　遠田　久幸
　主　事　　　池田　早来
®水産林業係
　課長補佐兼係長　佐藤　廉造
　主　査　　　舘内　　聡
　主　任　　　菅原　　悠

産　業　課

®会計管理者兼上席出納員
　　　　　　　富樫　博樹
®出納係
　主　任　　　菅原　恵里

出　納　室

課　　長　　　池田与四也
®企画係
　課長補佐兼係長　高橋　善之
　主　任　　　石垣　　学
　主　任　　　佐藤　裕也
　主　事　　　高橋　英里
®まちづくり支援係
　係　長　　　渡会　和裕
　定住促進専門員　後藤　夕貴
　主　事　　　土門　　薫
®観光物産係
　係　長　　　太田　英敦
　主　査　　　荒木　　茂
　主　事　　　佐藤　　結

企　画　課

課　　長　　　菅原　　聡
®総務係
　課長補佐兼係長　佐藤　啓之
　主　査　　　大江　　恵
　主　任　　　菅原　　潤
　主　事　　　佐藤　利信
　主　事　　　渋谷　　遥
　総務課付係長　狩野　和好
®財政係
　課長補佐兼係長　中川　三彦
　主　任　　　曽根原　優
　主　任　　　船越　早苗
®情報統計係
　係　長　　　鳥海　広行
　主　任　　　伊藤　　渉
　主　事　　　伊藤　真吾
®危機管理係
　係　長　　　奥山　仁志　
　主　任　　　佐藤　　修　
　主　事　　　菅原　　翼

総　務　課

課長兼子どもセンター所長
　　　　　　　本間　康弘
®福祉介護保険係
　課長補佐兼係長　池田　　久
　福祉専門員　斎藤　元亮
　主　任　　　荒木　敬子
　主　任　　　佐藤　佳絵
　主　事　　　金内　一馬
　主　事　　　今野　治樹
®子育て支援係
　係　長　　　渋谷　志保
　主　任　　　友野　　毅
®国民健康保険係　　　　
　係　長　　　舘内ひろみ
　主　任　　　阿部　直人
　主　事　　　佐藤　千嘉
　主　事　　　佐々木　真
®健康支援係　　　　
　係　長　　　富樫　敬子
　主　任　　　斎藤　浩一
　主　任　　　小野寺　恵
　主　任　　　菅原　大介
　保健師長　　菅原　弘美
　主査保健師　斎藤　伸子
　主査保健師　佐藤　玲子
　主査保健師　三浦　　恵
　主査保健師　佐藤　昭子
　主任保健師　後藤　友美
　保健師　　　佐藤あゆみ
《地域包括支援センター》　　
　主査保健師　須田　ふみ

健康福祉課

《遊佐保育園》
　保育園長　　今井　優美
　主査保育士　澤口　　恵
　主任保育士　橋本　直子
　保育士　　　高橋明日香
　保育士　　　阿部　里彩
　保育士　　　富樫　加奈
　主任調理師　増坂　富子
《子どもセンター》
　管理保育園長兼子どもセンター専門員
　　　　　　　工藤喜代子
　主任保育士　石井　恵理
　主任保育士　菅原　聖子

《藤崎保育園》
　保育園長　　阿部　りつ
　主任保育士　荒井　智美
　主任保育士　諏訪部真弓
　主任保育士　高橋小百合
　保育士　　　小松　　茜
　主任調理師　高橋恵理子

《吹浦保育園》
　保育園長　　今野　好子
　主任保育士　土門　　都
　主任保育士　藤原　美智
　主任保育士　池田　礼子
　保育士　　　柴田　莉佳
　主任調理師　斎藤　結花　

子どもセンター・保育園

　課長補佐兼係長　高橋　晃弘
　主　任　　　本間　裕行
　主　事　　　石垣　貴大
　主　事　　　高橋　　愛
　用務員　　　佐藤　厚志

社会教育係
（生涯学習センター）

　主　任 　　　太田さおり
　主　事　　　菅原　　望

図　書　館

教　育　長
那　須　栄　一

町　　　　　長
時　田　博　機

副　　町　　長
本　宮　茂　樹

選挙管理委員会

学　　校

議会事務局で兼務

監査委員事務局

遊佐町役場

平成26年度　町の行政機構と職員配置図

TEL 72－3311㈹
（休日・夜間も72－3311）

裏面に各課の主な仕事を掲載しています。

遊佐町イメージキャラクター


