
　 令和３年４月１日現在

（　　）は内線番号

　高橋浩康（250）

（選挙管理委員会書記長）

課長補佐

　経営戦略係長

　山﨑香菜子 張　申豪

　秋元哉子 川和田宗太郎

　遊佐忠孝 栗林浩子

　井上あゆみ

　会計係長

町民税務課長

　　齊藤千枝（116）

課長補佐

　賦課係長

　　伊藤　智洋（133）

　　二戸裕加里（131）

　　早坂　 利貴（131）

　　阿部真由美（132）

　　早坂彪雅（243）

建設課長

　後藤精一(240)

課長補佐 　都市環境整備主査

　　髙橋　 亘（241） 　　尾形健寿（242）

　都市環境整備係長

（建設関係直通　℡43-2015） 　　佐藤貴之（241）

　庶務係長

　　金田信吾（132）

　　髙橋一起（246）

　　工藤晃弘（242）

　　福井信介（246）

　　奥山　 剛（245）

　工務係長

　　有路孝志（311）

　齊藤博幸(130) 　生活安全係長

　　渡辺　健志（115）

（工務関係直通　℡43-2934）

議会事務局長（監査委員書記長）

住宅・水道・下水道・農業集落排水・浄化槽の使用料、下水道の負担金、

町営住宅の入居退去、水道の受付（開栓・閉栓）

（選挙管理委員会書記）

　　井上雄貴（258）

兼　定住促進センター長

　　吉田香織（264）

　板垣由紀子(261)

まちづくり推進室長

　　矢口汐梨（114）

　庶務係長

　　鎌田祥子（244）

（町民関係直通　℡43-2012）

　　吉田昌弘（134）

　　沓澤貴子（264）

　　二戸麻理香（133）

　　渡部泰生（243）

　吉田　徹(110)

　　沓澤周美子（112）

受付、相談、在留管理制度、戸籍、住民登録、個人番号、印鑑証明、税

証明、人権擁護、自衛官募集、国民年金、年金相談、古川駅駐車場使用

許可証発行、国保保険証の発行

議会事務局兼監査委員書記

FAX　43-2345TEL 43-2111（代）

　荒木広康(151)

　　菅　 真美（260）

　　　地域おこし協力隊

会計管理者兼会計課長

　阿部信幸(150)

課長補佐 　　菅　　正人（151）

　　　集落支援員

　情報企画係長

　　渡辺千惠美（151）

　　門間   研（259）

政策調整主幹

　　石山教子（252）

　　二戸陽大（251）

　　菅　　　淳(255)

　　内構亮斗（262）

　行革推進係長

　田中清治(310)

（直通℡43-2362）

最上町役場の機構・施設の事務案内最上町役場の機構・施設の事務案内最上町役場の機構・施設の事務案内最上町役場の機構・施設の事務案内

主査、係長等 係　員

　庶務係長（兼務）

　　野尻咲子（256）

　財政係長

　　大場　正男（259）

　行革推進主査

（選挙管理委員会書記）

　野尻咲子(256)

課長及び課長補佐等

総務課長 兼 危機管理監

課長補佐兼危機管理室長

　五十嵐浩一（280）

　　小川大貴（242）

　　宮本　 舞（253）

　　結城和平（282）

　　佐藤輝彦(255)

道路・河川・橋梁の建設、災害復旧、都市計画街路・公園の建設、町営住

宅の建設、水道・下水道の整備、用地取得・補償、浄化槽設置及び管理

教育長　　中嶋　晴幸 (140)

事　務　内　容

行政組織、条例、規則、規定、議案、職員人事、給与、職員福利・厚生、

文書管理、陳情請願、指定管理、選挙管理委員会書記

予算、町債、地方交付税、財政計画

行財政改革プラン、公共施設マネジメント計画、町有財産管理運用、公用

車管理運行、町営バス、入札、契約、検査、町有大堀源泉、町有瀬見源

泉、瀬見温泉会計、エコオフィスプランの推進

危機管理、災害対策、国民保護、消（水）防団、山岳遭難、自主防災組

織、防災訓練、各種防災マニュアル

出納、有価証券の保管、決算の調製

　危機管理係長

　　遠藤智也（281）

　　　菅真由美（261）

　行革推進係主任車両管理者

　町　長　　髙 橋 重 美 (101) 副町長　　笠原　　栄 (102)

　　八鍬春樹(254)

　　福井　 由（262）

　　二戸頼朝（263）

総合計画、広域連携、定住促進、若者定住環境モデルタウンの居住促

進、最上広域婚活事業、結婚サポート事業、ＵＪＩターン促進、出生祝い

金、空き家対策、自治協働のまちづくり、地域おこし協力隊・集落支援員・

地域づくり協働隊、男女共同参画、都市再生整備計画、地方創生、地域

再生計画、ふるさと納税、集落自治活性化応援交付金、地域連携推進交

付金、町民フォーラム、コミュニティ助成事業、過疎・辺地・国土利用計

画、振興審議会、ボランティア・NPO

　　小野泰宏（263）

　　加藤理子（254）

　奈良　寿仁(262)

（直通℡43-2261）

　　佐藤里美（113）

防犯（地域安全対策）、交通安全対策・指導、消費者行政、環境衛生及び

保全、墓地、斎場、公害、水質保全、し尿管理、ごみ処理、狂犬病予防、

美化推進
　　佐藤寿子（117）

　　安西暁子（243）

　　菅　 富晴（258）

　　林真寿美（134）

町税（住民税・固定資産税・軽自動車税・国保税）等の徴収・納税、納税

相談、納税組合、公売

町税（住民税・固定資産税・軽自動車税・国保税）等の賦課、固定資産

（土地・家屋・償却資産）の調査・評価、土地台帳・家屋台帳の管理、地図

の管理、軽自動車の標識公布、地籍調査

　収納係長（税務関係直通　℡43-2014）

　住民主査兼係長

　　早坂　 萌（131）

広報広聴、広報もがみ、ホームページ、地域情報化、情報行政無線、電

子自治体、電算機の維持管理、各種統計

道路・河川・橋梁の管理、都市計画、建築確認申請、町営住宅の管理、

法定外公共物の管理、除雪事業、水道・下水道・農業集落排水の管理

　奥山   浩(240)



 エネルギー産業推進室

　　大沼翔平（212）

　　結城由里香（211）

課長補佐（農観商工連携推進担当）  産業振興センター 　　阿達大和

　　金田莉穂

　　松田清子

　　阿部大紀（223）

　　佐藤颯太（223）

　　矢口正樹（224）

　兼圃場整備推進係長 　　佐藤大樹（224）

課長補佐（農観商工連携推進担当） 　　吾孫子涼子（225）

兼　圃場整備推進室長

　前森牧場オペレーター 　　　  伊藤幸一   庄司信一　牧　 栄

　（直通℡43-2016） 　（TEL43-3025）　　　　大場悠矢　 岸　 拓也　　 　　  

　庶務係長（兼務）

事務局次長

　柴田真紀（222）

　（直通℡43-2017）

課長補佐

兼　地域包括支援センター長 　　花井一宇（609）

　　伊藤美賀子（603）

　　矢口彩華（607）

保健師長 　保健指導係長 　　佐藤紅子（608）

　　大沼聡美（603）

　地域包括支援主査兼係長 　　横田結子（605）

　　東海林久美（605） 　　渡部良子（602）

　　結城智裕（144）

　　岸　 勝志（142） 　　齊藤　 守（142）

　　ピーター （142）

　　仲野沙織（144）

指導主幹 　　結城   歩（441）

　　中川久美（420）

　　菅  あかり（442）

課長補佐 　スポーツ推進係長 　　曽根田哲心（145）

　大場賢一（147） 　　菅 　智行（153） 　　菊池則男（145）

　　遠藤真一（445） 　　玉浦千里（445）

幼児教育課長兼すこやかﾌﾟﾗｻﾞ所長 　幼児教育主査兼係長 　　中嶋英里香（146）

　兼　子育て支援ｾﾝﾀｰ長 　　金田明子（146）

　髙橋喜代美（149）     小川 　 浩（146）

　　佐藤嵩彦（146）

学校教育、児童生徒の就学、スクールバス管理、修学資金貸与、教員住

宅管理、教育課程・学級編制、特別支援教育、教科書給付、教育行政相

談、セミナーハウス管理、学校施設管理

　　矢口空生（211）

兼　エネルギー産業推進室長

　

係　員

　　野口智恵（211）

　　伊藤美里（602）

　　※上記2名は地域包括支援係を兼務

　　佐藤徳法（604）

（FAX 43-3115）

（直通℡43-2262）

　森林整備係長

　　後藤卓哉（227）

　農政係長

　　有路睦美（221）

幼児教育、子育て支援、幼児施設整備、こどもの広場、児童図書運営、

放課後児童クラブ

　伊藤和久（213）

社会教育、生涯学習、青少年教育、女性団体育成、公民館活動、放課後

子ども教室、図書整備、公民館施設管理

スポーツ・レクリエーションの普及・振興、競技スポーツ振興、健康づくり、

スポーツ少年団の活動強化、スキー振興・強化

　髙橋直人（148）

（学校関係直通　℡43-2053）

　　結城奈智（609）

　　阿部　 亘（214）

　　川田愛美（601）

　　千葉恵子（221）

　　中嶋　 謙（224）

　　金田秀之（227）

　菅原美智子（606）

　　曽野部由香里（608）

健康福祉課長

　　三部英幸（225）

　　渡邊成美（226）

農業委員会事務局長

　板垣誠弘（兼務）

　野口勝世（228）

農林課長

　板垣誠弘（220）

　（直通℡43-2247） 　

（℡43-3117(代)）

　文化芸術係長

　社会教育主査兼係長

　　髙橋憲輔（442）

　農業振興係長

　　山田美由紀（143）

　　大沼弘太郎（445）

　　保科直美（146）

　　大沼祐介（606）

　　菅　 裕子（609）

　　玉浦翔平（601）

課長及び課長補佐等

兼　産業振興センター長

芸術文化、文化財保護

農観商工連携の推進、園芸作物の振興、畜産業の振興、安心・安全な農

作物振興、水田畑地化事業、圃場整備事業、多面的機能支払交付金事

業、中山間直接支払交付金事業、農地・農業用施設災害復旧事業、特用

林産振興

有害鳥獣対策、林業振興、緑環境保全事業、水産業の振興、林業用施

設災害復旧事業

老人福祉、母子福祉、障がい者福祉、民生児童委員協議会、生活保護、

地域福祉推進、福祉医療、児童三手当、要保護児童

（スポーツ直通　℡43-2013）

　堀　 敦夫（141）

総合相談・支援、権利擁護、包括的支援事業、介護予防・日常生活支援

総合事業、居宅サービス事業所及び居宅介護支援事業所支援、介護家

族支援、介護予防プラン作成

各種健診（乳幼児、生活習慣病予防）、予防接種、各種健康相談（乳幼

児、生活習慣病、こころの健康）、食生活改善、健康増進、母子保健、新

型コロナワクチン接種事業

　福祉係長

　　柴田真紀（222）

　地域包括支援センター

　　岸　 恵美（600）

　保険係長

採草及び放牧事業、草地更新事業

教育次長兼教育文化課長 　学校教育係長

事務局庶務全般、農地法許認可、農用地利用集積、農業者年金、農地

中間管理事業、農地に関する相談、農地集積支援、遊休農地・耕作放棄

地対策

　渋井和之（620）

　　津藤 　悠（609）

　菅　 智子（620）

国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、保健事業の連絡調整、最

上地域介護認定審査会事務局

事　務　内　容

　　柴崎貴寿

　　（直通℡43-2340）

主査、係長等

　交流観光係長

　ｴﾈﾙｷﾞｰ産業推進係長

　　奥山明洋（214）

　　笠原信吾（212）

　産業振興係長

再生可能エネルギーの利活用の推進、地球温暖化対策実行計画の推

進、エネルギー産業の推進、バイオマス産業都市構想の推進、最上町ス

マートコミュニティ構想の推進、木質バイオマスエネルギー供給事業

観光振興、誘客対策、観光・物産交流、温泉地の活性化、登山道等の観

光資源整備、スキー場管理、グリーンツーリズム、教育旅行、各種交流の

促進、各種イベントの取り組み、国際交流、町県人会、前森高原交流施設

活性化対策、友好会員

農観商工連携、六次産業の推進、商工業の振興、地域産業の育成、企業

立地促進、雇用促進、アンテナショップ、物産振興、勤労者金融、岩石採

取、産直育成、商工労政、温泉地活性化

　　長島美由紀（222）

　　井上志乃（604）

担い手農業者支援、人・農地プラン、農業次世代人材投資事業、認定農

業者育成、集落営農育成、農業の雇用対策、米需給調整、経営所得安

定対策、魅力ある米づくり事業、土地利用型農業の推進、農業制度資金

  阿部　剛（210）

交流促進課長


