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平成23年度
那珂川町職員配置一覧
４月１日付けの人事異動に伴い、
職員の配置が変わりました。

※異動（新採用者含む）があった
　職員は青字、○印は昇任者

総務課   ☎92－1111
課長 益子　　実
課長補佐 長谷川幸子
●行政係
　係長 岩村　房行
　課付係長 加藤　啓子
　課付係長　 ○金子　洋子
　主査　　　 　藤田　寿彦
●管財係
　係長　　　　　 　佐藤　裕之
　主事　　　　　　 菊地　宏明
　主任事務員　　　 小瀧　　忠
●消防交通係
　係長　　　　　　 小松　重隆
　主査　　　　　　 高野　曜路
　主事　　　　　　 藤田　智大
※広域行政事務組合派遣
　課付課長　　　　 高野　　正
　課付主幹　　　 ○鈴木　雄一
　課付係長　　　 　大野　博幸
　課付主査　　　 　佐藤　康隆
※栃木県県民文化課派遣
　課付係長　　　 ○谷田　克彦

税務課   ☎92－1120
課長　　　　　　　 川俣　勇也
課長補佐　　　　　 荒巻　弘子
課長補佐（管理収税担当）
　　　　　 藤田　善久
●管理収税係
　係長　　　　　　 小高　誠一
　主査　　　　　 　鈴木　浩史
　主査　　　　　　 仲野谷智子
●課税係
　係長　　　　　 　屋代　真一
　課付係長　　　 ○小室みどり
　主査　　　　　　 田邊　康行
　主事　　　　　　 田所　　恵
　主事　　　　　 ○福嶋　雅俊
　主事補　　　　 　阿久津康史
※県協働徴収組織派遣
　主事　　　　　 　奈良　大輔

商工観光課   ☎92－1116
課長　　　　　　　高野　麻男
課長補佐兼商工係長 ○高林　伸栄
●商工係
　課付係長　　　　木村　　広
　主査　　　　　○大森　祐城
●観光係
　係長　ケビン　ブラックバーン
　主査　　　　　　藤田　洋美

馬頭中央保育園  ☎92－2202
主幹兼園長　　　　 薄井　啓江
主任保育士　　　　 鈴木　薫子
主任保育士　　　　 小幡　典子
主任保育士　　　　 岡　てる子
主任保育士　　　　 永森あつ子
主任保育士　　　　 高橋　和子
保育士　　　　　　 伊藤由紀子
保育士　　　　　　 佐藤　希美
保育士　　　　　　 菊池　千穂
保育士　　　　　　 大高　有加
保育士　　　　　　 豊田裕香子
主任調理員　　　　 佐藤　久江
調理員　　　　　　 豊田　文子
調理員　　　　　　 高野美代子

子育て支援センターわかあゆ
☎96－5223

課長補佐　　　　　 高野　純子

ケーブルテレビ放送センター
☎92－1121

室長　　　　　　 ○増子　定徳
室長補佐　　　　 　笹沼　公一
●放送技術係
　係長　　　　　　 大橋　裕一
　主事　　　　　 ○福田　貴行
　主事補　　　　　 星　　晴奈
●管理通信係
　係長　　　　　　 吉住　二郎
　課付係長　　　 ○星　　善浩

環境総合推進室
☎92－1110

室長　　　　　　　 星　　康美
室長補佐兼環境推進係長
　　　　　　　　　 沼田　一也
●環境推進係
　課付係長　　　　 加藤美智子
　主事　　　　　　 佐藤　禎晃

建設課   ☎92－1118
課長　　　　　　○秋元　彦丈
課長補佐　　　　　大金　　清
課長補佐（地籍調査担当）
　　　　　　　　　坂尾　一美
課長補佐兼土木建築係長
　　　　　　　　　田代　喜好
●管理係
　係長　　　　　　笠井　真一
　課付係長　　　○杉本　　篤
　主査　　　　　　竹川久美子
　主査　　　　　　田代　敏樹
●土木建築係
　主査　　　　　　橋本　秀一
　主査　　　　　　川上　　浩
　主査　　　　　　長山　康志
●地籍調査係
　係長　　　　　　薄井　　亮
　主事　　　　　　笹沼　正嗣
　主事　　　　　　星　　孝範

上下水道課   ☎92－2002
課長　　　　　　　 塚原　富太
課長補佐　　　　　 鈴木　真也
課長補佐兼業務係長
　　　　　　　　 ○菊池　政広
課長補佐兼水道係長
　　　　　　　　 ○関根　　了
課長補佐兼下水道係長
　　　　　　　　 ○栗田　利行
●業務係
　課付係長　　　 　藤浪　京子
●水道係
　課付係長　　　 　佐藤　郁夫
　課付係長　　　 ○加藤　博行
　主査　　　　　 　川上　昌之
　主任技術員　　 　菊池　一彦
●下水道係
　課付係長　　　 ○横山　和則
　主事　　　　　 　菊地　智哉

馬頭南保育園  ☎92－5480
園長　　　　　　 ○平山　好子
主任保育士　　　 　菊池　幸子
主任保育士　　　 　薄井　正子
保育士　　　　　 　天沼　久恵
保育士　　　　　 　長谷川文香
主任調理員　　　 　堀江　都子

児童館   ☎96－3109
主任保育士　　　　 大森　尚美

農林振興課   ☎92－1113
課長　　　　　　　 山本　　勇
課付課長（農業委員会事務局長併任）
　　　　　 ○秋元　誠一
課長補佐　　　　 　穴山喜一郎
課長補佐（農林整備担当）
　　　　　 桑野　恒夫
●農政係
　係長　　　　　　 大森　親久
　主査　　　　　　 仲野谷智弘
　主査　　　　　　 小室　達夫
●農林整備係
　係長　　　　　　 益子　泰浩
　主査　　　　　　 久保寺康之
　主事　　　　　 大金　倫子
●農地調整係（農業委員会事務局併任）
 係長　　　　　　坂尾　三穂
 課付係長　　　　笠井智恵子

大内保育園   ☎92－2557
主幹兼園長　　　 ○鈴木　葉子
主任保育士　　　 　高野　弥生
主任保育士　　　 　大金　浩子
主任保育士　　　 　薄井　隆子
保育士　　　　　 　高瀬　　弘
主任調理員　　　 　大野　光江

わかあゆ保育園 ☎96－5221
主幹兼園長　　　　 桑野　康子
課長補佐　　　　　 菊池　園江
主任保育士　　　　 郡司みき子
主任保育士　　　　 大金佳代子
主任保育士　　　　 大武　淳子
主任保育士　　　　 佐藤　泰子
主任保育士　　　　 川上　清美
保育士　　　　　　 久保居厚子
保育士　　　　　　 加藤　剛史
保育士　　　　　　 小泉　　令
保育士　　　　　　 安波佐由加
保育士　　　　　　 田代　寿樹
主任調理員　　　　 岡　　文子
調理員　　　　　　 小森美千代
調理員　　　　　　 川那子和枝

健康福祉課   ☎92－1119
課長　　　　　　　 郡司　正幸
課長補佐　　　　　 薄井　健一
課長補佐（精神保健担当）
　　　　　　　　　 大野喜久江
●社会福祉係
　係長　　　　　　 小松　悦子
　課付係長　　　　 屋代　正子
　課付係長　　　　 渋谷　直樹
　主事　　　　　　 鈴木美裕紀
　主事　　　　　 ○小川　将照
　保育士　　　　　 高野　路康
●高齢福祉係
　係長　　　　　　 小室　利雄
　主査　　　　　　 石井　美帆
　主査　　　　　　 豊田　博之
　主査　　　　　 ○今泉美津子

馬頭健康管理センター
☎92－1188

課付課長兼所長　 ○小室金代志
●健康増進係
　係長　　　　　 　網野　幸恵
　保健師　　　　 　磯野　律子
　保健師　　　　 　高橋　麻紀
　保健師　　　　 　嶋田　奈津
　主任看護師　　 　益子きよ子

地域包括支援センター
（小川総合福祉センター）

☎92－1119

課長補佐　　　　　 山口　　守
課長補佐　　　　　 秋元千代子
主任保健師　　　　 益子　利枝
主任看護師　　　　 小山田智子
社会福祉士　　　　 立川　正史

住民生活課   ☎92－1112
課長　　　　　　　 手塚　孝則
主幹兼課長補佐　 ○川崎　　輝
課長補佐兼生活環境係長
　　　　　　　　　 江口　義男
●戸籍住民係
　係長　　　　　　 深沢加代子
　課付係長　　　 ○石井　里子
　主査　　　　　 　高野　　恵
　主事補　　　　 　桐花　　瞳
●保険年金係
　係長　　　　　 　熊田　則昭
　課付係長　　　 ○長家佳奈子
　主査　　　　　　 大金　典彦
　主事　　　　　 ○藤澤　祐紀
●生活環境係
　主査　　　　　　 磯野　　大
※後期高齢者医療広域連合派遣
　課付係長　　　 ○齋藤　　収

会計課   ☎92－1117
会計管理者兼課長 　鈴木　吉美
主幹兼課長補佐　 ○星　　　聡
●会計係
　係長　　　　　　 藤田　悦子
　主査　　　　　　 佐藤　　武

企画財政課   ☎92－1114
課長　　　　　　　 藤田　悦男
課長補佐　　　　　 佐藤　美彦
課長補佐（地域振興担当）
　　　　　　　　　 井上　　彰
課長補佐兼情報管理係長
　　　　　　　　 ○大武　　勝
●企画調整係
　係長　　　　　　 板橋　文子
　主事　　　　　　 露久保　一
●財政係
　係長　　　　　　 深澤　昌美
　主査　　　　　　 小高　博史
●広報広聴係
　係長　　　　　　 薄井　和夫
　主事　　　　　　 高野　愛子
●情報管理係
　主査　　　　　　 永森　　強
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井上　　彰井上　　彰
（企画財政課）（企画財政課）
※栃木県より派遣※栃木県より派遣

藤田　智大藤田　智大
（総務課）（総務課）

阿久津　康史阿久津　康史
（税務課）（税務課）

桐花　　瞳桐花　　瞳
（住民生活課）（住民生活課）

薄井　里枝薄井　里枝
（学校教育課）（学校教育課）

野上　康二野上　康二
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