
　病棟看護師

　　下山恵里

　　那須裕美

　　佐藤寛太

　　佐藤亮太

　  結城真智子

　　真柄文子

　　石川陽子

　　有路孝子

　　髙橋真由美

　　結城美子

 看護補助者 　　二戸幸子

　　国分希依子

　　阿達美代子

　主任管理栄養士 　　早坂　純

　　大場和枝（561） 　　佐藤多美子

事務長 　　伊勢隼人（501） 　　菅　栄子

　　大澤真由美（500） 　　片桐きく子

事務次長 　　髙橋美由紀

　　對馬潤子

　病棟看護師 　　兼子静江

　病棟主任看護師 　　遊佐菜穂美 　　阿部貞子

　　荘司修子 　　菅　倫子 　外来看護師長　  外来主任看護師 　外来看護師

　　遠藤由美 　　浅黄紗知子    菅智美（521）    西村あけみ 　　土田リサ

　　荒木美智子 　　岸加代子 　 岸　奈美 　　庄司真奈美

　　田室貴規 　外来副看護師長 　　結城美和

　　太田貴子    岡野恵美子（522） 　　佐藤千秋

　　藤井真由子 　　有路亀代永

　　斉藤美加 　助手

　　黒坂広恵 　　齊藤由里子

　　岡野美由紀

　主任理学療法士（545）　　理学療法士

　　田中宏明　　　　　　　　　　原田慎治

　事務主任

　　笠原啓子（681）

　　結城貴弘 　中島恵美　

　介護主任

　　菊池孝聡（683）  　　　  菅ゆかり（683） 　　加藤奈津子（683）

　事務主任（兼務）

　　笠原啓子（130）

　介護職員（130）　　　　

　伊藤千聡　杉沼清子　菅幸子　島美人　溝越栄美　

　　原田慎治（兼務）

　介護主任（130）　　

　　大類敦子 　　　　

　事務課長（兼務）

　　大宮智仁（130）

　看護係長（兼務）

　　結城貴弘（130）

　　大沼広子　　今田栄美　　　 岡野友美　　   関越清美　　菅こずえ

　　岸健一朗　　矢口伸太郎　　今井美和子    黄木伸彦　   佐藤志郎

　　大宮智仁（680）

　看護主任

　介護老人保健施設やすらぎ　施設長　佐藤俊浩（兼務）　TEL43-3378　　FAX43-3126　

　　高橋美羽　　山田淳子        佐藤妙子　　　 阿部徳子

　介護職員

（682）

　介護主任（682）

　　石山栄美子

　　大場美智子

　　林　尚樹（682）

　支援相談課長補佐

　　海藤京子（681）

　事務長（兼務） 　庶務係長（兼務）

　　金田敏幸（681）

　次長

　　沓澤　聡（681）

　看護係長（682）

　介護課長補佐（682）

　管理栄養士（兼務）

　　　大場和枝（561）

　管理者代理兼主任理学療法士

　　田中宏明（683）

　介護係長

　　沓澤　聡（130）

　　有路明美　沓澤恵美子　荒木佳子　押切美由紀

　看護師（682）　　　　

　庶務係長（兼務）

　　奈良幸枝（542）

　曽根田めぐみ（581）

病棟看護師長

　阿部初枝（580）

　奥本和枝（596）

　　大場ひろみ

　　石山久美（681）

　看護課長補佐

　　多田雄一（545）

  佐藤清也（569） 　　結城 　健（569）

 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ室 　理学療法士

医療科長

　　矢作亜紀（542）

　助手　早坂　歩

科局 区分 係員

　主任薬剤師

　　結城智博（511） 　助手　安西裕哉

　主任臨床検査技師　 　臨床検査技師

科局 区分 係員

　　斎藤紀子（569）

　　横山裕之（545）

　　沓澤　聡（508）

 主任作業療法士 　看護科

　主任放射線技師　 　放射線技師

看護科

総看護師長　

　沓澤　 聡（508）

　　原田将太（508）

　庶務係長（兼務）　金田敏幸（509）

　　髙山悠二（545）

　作業療法士

　　笠原比奈子（545）

　　大沼和姫（508）

　管理者・居宅介護支援課長補佐　　高橋典子（681）　　　　　居宅介護係長　　菊池孝聡（680）（兼務）

ウエルネスプラザ所長　佐藤俊浩

町立最上病院　院長  佐藤俊浩 　　副院長  原田　将　　   事務長  金田　敏幸　    TEL43-2112 　FAX43-3291

医　局　　内科医師　　佐藤俊浩（院長）　　原田　将（副院長）　　遠藤昭博（内科医長）　　羽角勇紀

　管理者（兼務）

　　石山久美（130）

　介護係長

　　石山浩枝（130）

　指定居宅介護支援事業所　最上町やすらぎ　所長　佐藤俊浩（兼務）　TEL43-3378　FAX43-3126

　グループホームやすらぎの家　施設長　佐藤俊浩（兼務）　TEL43-3125　FAX43-3126

　事務長（兼務）

　　金田敏幸（130）

　　渋井裕美（682）

　介護課長

  

　　

病棟副看護師長

　事務課長

　通所リハビリテーション　管理者　佐藤俊浩（兼務）　TEL43-3378　　FAX43-3126　



　

冨澤　梓 菅嶌美咲 梅津徹子

野口あゆみ 佐藤知佳    森谷知佳

早坂成佳 伊藤綺乃 柴﨑　幸 　栄養士　　　　岸　 綾子

伊勢裕紀 菅めぐみ 榎並睦子

手塚千絵 西塚幸子 武田恵里

阿部直子 須貝春香

阿部愛彩 堀　香澄

二戸陽子 庄司美咲

大場鴻代 髙橋かおり

石山加奈

大場有希      

菅　彩花

　子育て支援センターひまわり

　ｾﾝﾀｰ長 髙橋喜代美 大場喜美佳 

　ｾﾝﾀｰ長代理 大場里佳

　所長　堀　 敦夫（兼務）　TEL43-4563（FAX兼） 　特別支援教育支援員

　最上町産業振興センター

　センター長　伊藤和久（兼務）　TEL 43-2340　FAX 43-2319 　特別支援教育支援員

　最上中学校 　総括用務員　二戸広行

　TEL43-4115 　学力向上支援員　　北村航太　

　重要文化財　　　旧有路家住宅（封人の家） 　　FAX43-2186 　特別支援教育支援員　

　管理人　　　中鉢藤一郎　　　　TEL 45-2397 　髙橋政子 北條浩章

　スポーツ専門指導員　　上石敦士

　事務局長

　　　今井正明（650）

　健康クラブ

　事務局次長

　　後藤　一志（661）

　介護事業統括係長

　地域福祉主査

施　設　名 氏　名 施　設　名 氏　名

　所長代理　伊藤祐美

　（TEL44-2804）

　園　長　　後藤淳子（430）

　大堀保育所

  主任保育教諭　伊藤　睦

　給食センター

　（TEL43-2346）

　副園長　 大場恵利子

　あたごこども園

　用務員　荒川克博　大塚勝美

　集落支援員　井上あゆみ

　（集落支援員　遊佐　忠孝）

　用務員　岸　秀貴

館長 石山不仁男（非常勤）

　（TEL45-2527）

　大堀小学校

　TEL44-2001

　栄養教諭　 　門脇雅恵

　栄養士　　　  庄司万衣子　

　菅あかり　　　 中川久美

　社会教育係主事       　結城   歩

館長 （非常勤）

　（TEL 43-2350）

　大堀地区公民館

館長 齊藤昌広（非常勤）

　（TEL44-2820）

　所長　堀　敦夫（兼務）

　所長代理兼庶務係長

　　　　　今田　裕史

　（TEL43-2104）

　中央公民館

　館長　大場賢一（兼務）

　（TEL43-2350）

　文化芸術係長　　　 　　遠藤真一

　社会教育主査兼係長　髙橋憲輔

　生亀和美（667） 藤原紀子（667）　齋藤ひろみ（667）　奥山伸子（667）

　　FAX43-2267

　TEL43-2266

　　大場　 霞（663） 　大場理子（663）

　ふれあいの里（屋内ゲートボール場）　TEL45-2033

　簡易宿泊施設りんどう　　TEL 44-2822　FAX 44-2833

訪問介護責任者

　最上町社会福祉協議会　会長　髙橋重美　TEL43-3180　FAX43-3119

　　板垣芽衣（661）　　沓澤保代（661）

　赤倉ゆけむり館　　TEL 45-3533（FAX兼）

　　FAX44-2002

     （TEL43-4422）

　所　長 　 　小林美香

　髙橋由佳 山崎綾子 沓澤紗由香 加藤恵三子　

通所介護責任者

金田友美（653） 　谷藤あや（653）　有路　舞（653）

菅　 浩規（653）　 井上浩子（653）　冨澤友博（653）　野口朝子（653）

　 佐藤善丈（653）

訪問入浴責任者

　 大場　穣（653）

　富沢地区公民館

向町地区公民館(中央公民館併設)

　地域間交流施設（大場満郎冒険学校）

　公共下水道向町浄化センター

　センター長　奥山　浩（兼務）　TEL 43-4601

　温水プール　TEL 44-2226（FAX兼）

　伊豆田昌希　　結城かおり　　伊藤怜子

　髙橋美知子　　菅  滋美　　柴崎美沙季

　農遊館・前森高原ビアハウス　　TEL 43-3522　FA X43-3292

　大沼弘太郎　玉浦千里

　集落支援員　栗林浩子

　向町小学校

居宅介護責任者

　 石山　　薫（665） 大沼幸子（665）　野桑圭太（665）

　地域福祉係長(兼務)

　　阿部竜也（652）

　総務係長兼業務係長

　　林　 優子（652）

　　尾形裕見子（653）

　　　押切謙二（650）

　　　阿部竜也（652）

  係長兼健幸もがみ応援

  ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ


