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企画員　川角　健一　CIR　グルン・エナ
企画員　山根　恵里　　　　　井上　　晃
企画員　野村　紀子　ALT　ベロニカ・ペレス
主任主事　藤原　二朗　ALT　キャメロン・ティプトン
嘱託員　源　　淳子
校務技士　宇田川　昇
校務技士　伊藤　公子
校務技士　大谷　淑子
校務技士　山根真里子 
校務技士　赤名　祐子
校務技士　鳥居　泰利
校務技士　膳棚　智子
校務技士　嵐谷　三穂
校務技士　藤原　茂美
校務技士　佐伯　順子
校務技士　川西　雄二 
校務技士　佐伯　　茂
企画員　千田美保子
主任主事　宍戸　俊悟
主　事　安部　有紗

係　長　元山　貴光　主　任　高橋　伸也
　　　20-4269　　　　　　　20-4320
企画員　渡部　靖子
主任主事　須谷嘉奈子
保健師　立石　琴美
嘱託員　石原　晴代

課名・課長 課長補佐 グループ名 グループ員 主　な　担　当　事　務
国民健康保険、後期高齢者医療、介護保
険事業等

地域医療政策、地域包括ケアシステム等

訪問看護（介護・医療）

高齢者の総合相談、介護予防支援業務、
地域支援事業、認知症支援事業、在宅医
療介護連携支援相談業務等

健康増進、感染症予防、がん予防、生活習
慣病予防、食生活指導、母子保健、精神保
健、献血等

障がい者（児）福祉、ひとり親家庭・寡婦福祉、
福祉医療、乳幼児等医療、児童生徒医療、
児童扶養手当、女性相談、ひきこもり支援等
生活保護、生活困窮者自立支援、養護老
人ホーム、民生児童委員、社会福祉法人、
高齢者福祉等
上水道事業

公共下水道事業、農業集落排水事業、合
併処理浄化槽事業等
空き家対策、地域交通、奥出雲交通、地域
活性化対策、定住対策、小さな拠点づくり、
まち・ひと・しごとセンター

商工業振興対策、企業誘致、産業振興、起
業・創業支援、雇用対策、観光振興対策、
三井野原スキーリフト事業、自然公園に関
する業務、観光施設等の整備・維持管理、
奥出雲町観光協会との連携、景観に関す
る業務、尾原ダム湖周辺地域活性化、県人
会・町出身者会、㈱奥出雲振興、奥出雲酒
造㈱、道の駅に関すること　
観光客誘客に関する事業・イベントやツアー
の企画・実施、観光ＰＲ、観光関連団体との
連携
地域農業計画、担い手育成、農地利用集
積、中山間地域等直接支払、多面的機能
支払、人･農地プラン等
農業制度資金、水田農業及び米需給調
整、仁多米振興、経営所得安定対策、環境
保全型農業直接支払、畜産振興、特産振
興、産直振興、有機農業、６次産業化、有害
鳥獣対策、国営農地開発事業等
日本農業遺産の推進

農地管理、農業者年金

企画員　飯塚　宏江
主任主事　伊豆麻衣子
主任主事　小村　尚史
主任主事　和久利　司

主任看護師　木村　悦子　嘱託員　高橋　晴美
主任看護師　藤原　知美
主任保健師　加納　　優　嘱託員　藤原　直美
　　　　永瀬　直子　嘱託員　蔦川　智美
企画員　田中布美子　嘱託員　萩原　陽子
嘱託員　内田いずみ
主任保健師　鹿野　咲子　保健師　奥山　智美
主任保健師　藤原　敬子　保健師　内田　あき
主任保健師　上田　尚美　保健師　佐藤　綾香
保健師　松本　直子　嘱託員　谷山　直子
企画員　難波　輝彦　嘱託員　石見　　浩
企画員　藤原　智恵　嘱託員　宇田川真子
企画員　山田　直樹　嘱託員　川西　愛奈
企画員　宮本　直子　嘱託員　森脇　保子
社会福祉士　友塚　真弓　嘱託員　堀江　寿子
主任主事　深田　将平　嘱託員　山田　美鶴
企画員　藤原　吉晴　嘱託員　田中　利博
主任主事　長谷川　稔　嘱託員　森山須美雄
主　事　大塚　雅也　嘱託員　細木　栄二
（再）企画員　和久利民男　企画員　前田　朝輝
企画員　梅木　美穂　嘱託員　細木　千穂
企画員　石原　達也
企画員　安部　宏明
企画員　佐藤　俊一
主任主事　中村　有希

嘱託員　三原　　務
企画員　渡部　久子
企画員　赤名　和弘
主任主事　佐伯　　綾
嘱託員　内田　裕紀
嘱託員　石原　淳子

事務局員　グナワラデナ･サミーラ
事務局員　川西　美春　事務局員　日野由加里
　　　　福間　芳行
企画員　西村　英資
企画員　山田　和彦

企画員　佐々木聡志　主　事　糸原　宏生
企画員　眞綿　由加　主　事　佐伯　智大
企画員　高橋　　覚
主任主事　細田　尚平

書　記　農業振興課農政グループ職員

健康福祉課（54-2511）
　課長　杠　　康彦
　　31-5120

　調整監　稲田やよい
　　31-5131

健康福祉課（54-2781）

福祉事務所（54-2541）
　所長　末森利江子
　　31-5377
 

水道課  （52-2676）
　課長　千原　明浩
　　20-4280 

地域づくり推進課   
　　　　　 （54-2524）
　課長　高尾　昭浩
　　31-5260
 　　
　　　   （54-0022）
商工観光課（54-2504）
　課長　本山　宏人
　　31-5270

　奥出雲町観光協会
　　　       （54-2260）

農業振興課（54-2513）
　課長　荒川　佳史
　　31-5280 

　

　農業公社　　　
　　　       （54-0881）

農業委員会 （54-2514）

田中　　修
　31-5121

兼職　杠　康彦

上田　礼子
　31-5785
兼職　稲田やよい
（主任介護支援専門員）

陶山　初美
　31-5141

佐佐木孝雄
　31-5370

森山　　昇
　31-5371

嵐谷　　勉
　20-4282

内田　芳夫
　20-4281
高橋　千昭
　31-5261

石橋　　悟
　31-5272

事務局長
　早川　正樹

川西　博司
　31-5282

岡田　光弘
　31-5281

谷山 貴宣
　31-5283

事務局長

保険グループ
　31-5122　31-5123
　31-5124
医療介護保険グループ
　31-5136
訪問看護ステーション
（54-2000）　31-5785
地域包括支援センター
（54-2512） 
　31-5132　31-5134
　31-5133　31-5135
健康づくり推進グループ
　31-5142　31-5143
　31-5144　31-5145

福祉グループ
　31-5375　31-5376
　31-5386
生活支援グループ
　31-5372　31-5373
　31-5374
上水道グループ
　20-4283　20-4285
　20-4284
下水道グループ
　20-4286　20-4288
地域づくり推進グループ
　31-5262　 31-5263
　31-5264　 31-5265

商工観光グループ
　31-5271　 31-5273

農政グループ
　31-5288

農業生産グループ
　31-5284　 31-5287
　31-5285　 31-5290
　31-5286

農業遺産推進グループ
　31-5297

事務局長（兼職）
　荒川　佳史

事務局次長 繁殖育成センター長 嵐谷　　透　　事業係長　渡部　　健
　松﨑　康人 第2繁殖育成センター長 原　　伸二　　主任　　　兒玉　真也
　　31-5295 第2繁殖育成センター長代理 松﨑　孝佳　　主任　　　佐藤　幸信　　係員　渡部　　憲

地域おこし
協力隊

地域おこし
協力隊

事務局長　　　　　局長補佐
　石原　重夫　　　　安部　陽子
　　20-4207　　　  　　20-4308

議会、監査委員事務等議会事務局（52-2678）

課名・課長 課長補佐 グループ名 グループ員 主　な　担　当　事　務
教育魅力化、教職員人事、文教施設管理、
学校の指導管理、児童・生徒就学援助、学
校給食等

社会教育、生涯学習全般、公民館、人権同
和教育、社会体育、ホッケー普及、文化振
興、文化財保護、国際交流等

スポーツ振興等

出会い・縁結び支援、子育て支援、児童手
当、幼児園、放課後児童クラブ、病児保育
等

教育魅力課（52-2672）
　課長　堀谷　智樹
　　20-4322 
　管理監　加納富美夫
　　20-4327

　　　　　 　　

 
　

　
　体育協会

結婚・子育て応援課
　　　 　（52-2206）
　課長　永瀬　克己
　　　20-4270 

派遣指導主事
糸原　保弘
　20-4324
長谷川史郎 　
　20-4329

派遣社教主事
古澤　俊司
　20-4265
和久利佐由里
　20-4261

事務局長（兼職）
　堀谷　智樹
加藤智恵美 　
　20-4271

学校教育グループ
　20-4324　20-4326
　20-4325

　54-9020　21-1518
　54-1015　31-1015
　54-9030　33-0359
　57-0012　71-0012
　56-0033　62-0033
　54-0777　81-0777
　52-0129　20-0129
　52-0165　20-0165
　52-0211　20-0211
　53-0109　30-0109
　54-1125　36-1125
　52-2331　20-2331
地域学習推進グループ
　20-4262　20-4263

　54-1504　22-1504
　54-1311　31-1311

　57-0616　71-0616
　56-0001　62-0001
　54-0331　81-0331
　52-1019　20-1019
　52-0949　20-4700
　52-0241　20-0241
　53-0201　30-0201
　事務局次長（兼職）
　　和久利佐由里
結婚・子育て応援
　　　　　　グループ
　20-4272　20-4273
　20-4274

布　勢 
三　成 
高　尾 
亀　嵩 
阿　井 
三　沢 
鳥　上 
横　田 
八　川 
馬　木 
仁　多
横　田

 
布　勢 
三成中央

亀　嵩 
阿　井 
三　沢
鳥　上
横　田 
八　川
馬　木
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民
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等

農村環境改善センター図書室
　　54-2083　31-3013

館　長　山田　伸二　　主　事　安部　晴美
館　長　立石　典夫　　主　事　錦織　裕子　廣田　朗子

主任司書　石飛　明子　　司　書　勝部有紀子

館　長　高橋　栄子　　主　事　赤名　京子
館　長　郷原喜美子　　主　事　福田　展子
館　長　宮川　俊治　　主　事　川西世津子
館　長　高尾　富美　　主　事　福本　　愛
館　長　安部　茂寿　　主　事　大島　　勲　　司　書　古田川和枝
館　長　糸原　　敬　　主　事　松﨑由紀子
館　長　若月　　薫　　主　事　青木　広美

教育長　塔 村 俊 介   

奥出雲町まち・ひと・しごとセンター「奥サポ」
センター長　渡部　昭雄

　吉川　明広　31-5289　　　31-5297

　安部　　博　20-4517　　 20-4522

課名・課長 課長補佐 グループ名 グループ員 主　な　担　当　事　務
森林整備事業、保安林等に関する事務、山
林地籍調査、特用林産等
新エネルギー、バイオマス利活用、小水力
発電等
農業農村整備事業、農道・林道整備事業、
農林土木災害等
土地改良事業、坂根ダム施設管理等

道路・河川・橋梁の維持管理、法定外公共
物の管理、用地等の収用、都市公園整備
管理、土地開発公社等
町道改良・修繕、交通安全施設整備、公共
土木災害、道路除雪等

出納一般、決算事務、用品管理等

（再）企画員　森山　正人　主　事　漆谷　大樹
企画員　落合　和宏　嘱託員　久井　　一 
企画員　陶山　　泉　嘱託員　堀江　寿彦
主　事　藤原　祥央
企画員　山根　昌平　主任主事　景山　隆成
主任主事　山崎　進也
主　幹　植田　秀昭　主　事　安部　東洋
主　幹　落合　央行　嘱託員　恩田美和子
企画員　平田　昭憲　嘱託員　井上　　満
主任主事　友塚　　彰　嘱託員　藤原　昭彦

企画員　田食　晃隆　企画員　安部　俊光
企画員　陶山　俊治
主任主事　足立　　剛　主　事　木地谷　航

（再）企画員　安部真理子
嘱託員　鳥居ゆきみ

農林土木課（52-2673）
　課長　秋田　和浩
　　20-4210 

 

　土地改良区
　　　    （52-2112）
建設課  （52-2675）
　課長　舟木　　長
　　20-4230

　調整監　松原　三美
　　20-4236 

出納課  （54-2545）
　会　計　森田　近子
　 管理者　31-5110

鐵池　　淳
　20-4220

佐伯　幹夫
　20-4290
事務局長
　
長谷川哲夫
　20-4231

兼職  松原 三美

松島　秀幸
　31-5111

農林管理グループ
　20-4221　20-4224
　20-4222
　20-4223
農林土木グループ
　20-4291　20-4292
　　　　　 20-4521

建設管理グループ
　20-4232　20-4233

土木グループ
　20-4239　20-4240
　20-4235
　20-4234　20-4237
出納グループ
　31-5112

企画員
（社会福祉士）


