
市長　上野　正三　　副市長　道塚　美彦　　教育長　吉田　孝志
●部長（ボールパーク推進室長事務取扱）川村　裕樹

課名など 担当 主査 主な仕事 内線など

企画課
課長　橋本　征紀

公共交通 塚田　友二 公共交通 3606
行革・政策評
価・広域行政 佐々木貴啓 行財政改革、政策評価、地方分権、広域行政、大学連携 3602

地方創生・
まちづくり 小澤　孝裕 地方創生、立地適正化計画 3603

総合計画課
課長　佐藤　直人 総合計画 熊谷　遼三 総合計画の作成・進行管理 3642

政策広報課
課長　安田　将人

ＣＳ・ＨＰ・統計 山本　真伸 シティセールス（ＣＳ）、ホームページ（ＨＰ）管理、統計調査の実施 3403
広報 松下　慎司 広報紙の発行、報道機関との連絡調整 3411

財政課
課長　佐藤　　亮 財政・予算 亀山　貴宏　市の財政計画・調整、予算の編成・執行管理 3612

都市計画課
課長　新田　邦広

基本計画 大西　康文 土地利用計画、都市施設計画 3624
緑・都市景観 川口　芳幸 緑の基本計画、都市景観 3623
開発調整 相木　　洋 開発行為・宅地造成工事の許可、土地取引の届け出 3622

ボ
ー
ル
パ
ー
ク
推
進
室

ボールパーク推進課
課長　柴　清文

ボールパーク
構想推進 杉原　史惟 ボールパーク構想の推進 3632

ボールパーク施設課
課長　中垣和彦

ボールパーク
周辺整備

村上  清志 ボールパーク周辺の整備 3652織田　雅人

企画財政部企画財政部

●部長　中屋　直　●防災危機管理担当部長（防災危機管理室長事務取扱）米川　鉄也　
●派遣（総務部付）次長　櫻井　洋史（道央廃棄物処理組合）総務部総務部

課名など 担当 主査 主な仕事 内線など

総務課
課長　杉山　正一

総務・庁舎 池端　宏記 議会との連絡調整、表彰、庁舎の管理 3313
車両（選挙管理委
員会主査併任) 大友　唱司 公用車の管理 3314

法制 竹内　弘大 条例・規則などの審査、訴訟の総合調整 3312
職員課
課長　尾崎　英輝

人事・組織・人材育成 川又　洋火 職員の人事、人事評価制度、職員研修、組織機構 3304
給与・服務・共済 槙田　直也 職員の給与・服務、福利厚生、労働安全衛生 3302

行政管理課
課長　安田　寿文

情報推進 寺岡　　純 情報化施策、システムの運用・管理 3503
公文書・情報管理 榎本　明嘉 情報公開・個人情報保護、文書管理、職員提案 3502

秘書課
課長　福田　　誠 秘書 及川　翔太　市長・副市長の秘書、姉妹都市交流 3203

税務課
課長　林　　正明

税務 藤嶋　亮典 法人市民税・軽自動車税などの賦課、市税の収納管理、口座振替の推
進、納税証明、税制 3711

市民税 永坂　隆之 個人市民税・道民税の賦課 3702
資産税土地 山﨑　克彦 土地の固定資産税・都市計画税の賦課、特別土地保有税 3722
資産税家屋 但馬　広宣 家屋の固定資産税・都市計画税の賦課、償却資産の固定資産税の賦課 3721
納税 山田　仁史 市税の納付催告、納税相談、滞納処分 3731

防
災
危
機
管
理
室

危機管理課
課長　荒川　亨
参事　緑川節生

防災・防衛 中田　貴文　防災・災害対策、防衛関係機関との連絡調整 3342

災害復興支援課
課長　伊達千秋 災害復興支援 駒形　    智 災害復興の支援 3362

防衛担当
参事　杉本雅弘 防衛 ― 防衛局との連絡調整 3331

派遣（総務部付）
課長　花田　秀樹 派遣 瀬田松秀一 （道央廃棄物処理組合）

問合せ　職員課
（☎372-3311・内線3302）

問合せ　職員課
（☎372-3311・内線3302）

　皆さんの生活に密接につながっている市役所には、いくつもの部や課、
出先機関などがあります。担当者と主な仕事の内容をお知らせします。
（令和元年５月現在）
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●部長　三上　勤也
課名など 担当 主査 主な仕事 内線など

福祉課
課長　奥山　　衛

福祉庶務 渡邉　篤広 民生・児童委員、保護司会、戦没者遺族などの支援、福祉バス 2134
障がい福祉 松本　泰暢 障がい児・者の福祉サービス、障害者手帳の交付、障害者手当の支給 2141
生活保護 前原　雄大 生活保護の相談、生活保護世帯の援護、生活困窮者の自立支援 2137

高齢者支援課
課長　工藤　秀之

高齢者福祉 青木　　潤 高齢者在宅福祉サービス、老人福祉施設の整備 2172
介護認定・保険料 布施　恵太 介護認定審査会、要介護認定申請、資格管理、保険料の賦課・収納 2176
介護保険給付 宮本　大介 保険給付、介護保険事業の運営 2163

高齢者・障がい者相談担当
参事　柄澤　尚江 相談支援 浜山かおり 高齢者・障がい者の相談・支援 2156

五十嵐陽子 2152

健康推進課
課長　遠藤　　智

健康推進 松原　　勉 予防接種、がんなどの検診 1205
保健指導 野切　径代 乳幼児健診、健康づくり事業、マタニティスクール、赤ちゃん訪問事業 1213

特定健診・介護予防 影久　真美 特定健診・特定保健指導、介護予防事業 1221

保険年金課
課長　渡辺　広樹

国保給付・年金 三澤　聖子 国保の給付、国民年金 2114
国保賦課 立野　桃子 国保税の賦課、被保険者の資格管理 2113
医療給付 岸本美由紀 子ども・ひとり親家庭等・障がい者の医療、未熟児養育医療 2102

後期高齢者医療 三橋　　聡 後期高齢者医療 2101

保健福祉部保健福祉部

子育て支援部子育て支援部 ●部長　仲野　邦廣
課名など 担当 主査 主な仕事 内線など

子ども家庭課
課長　高橋　陽子　

家庭児童 記内    崇 児童手当、児童扶養手当、ひとり親支援、家庭児童相談室、子どもの権利擁護 2214

保育 笠井　　衛 教育（幼稚園）・保育の認定、保育施設の利用調整、教育・保育施設の補助 2206
印牧　詩織 保育所の栄養・衛生管理、延長保育、一時預かり保育 2207

学童 加藤　梨奈 学童クラブ・児童センターの運営・管理 2203

こども発達支援センター
ｾﾝﾀｰ長　濱田　真吾

相談支援 高屋健一郎 相談支援、福祉センターの運営・管理
☎372-
1650地域支援 播磨　恵子 発達相談、地域支援

通所支援 阿部　洋子 通所支援
子育て担当
参事　橋本なつみ ― ― 子育て支援・指導 2202

地域子育て支援センター
センター長（子育て担当参事兼務） 主任保育士 土居　恵美 乳幼児の育児支援・相談、施設の運営・管理 1102

すみれ保育園
園長　塚崎　智美 主任保育士 砂金　智美

児童の保育、保育園の運営・管理

☎373-
5660川村　美香

すずらん保育園
園長　石間　利恵　主任保育士 開地美穂子 ☎372-

2277
稲穂保育園
園長　藤田　悦子 主任保育士 駒形　淳子 ☎373-

7432

課名など 担当 主査 主な仕事 内線など

市民課
課長　志村　　敦

戸籍 池田　憲孝 戸籍、火葬許可、自動車臨時運行許可 2312
住基・

マイナンバー 山本　浩幸 住民票、印鑑証明、特別永住者、中長期在留者、マイナンバーカード・
通知カード、署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 2311

市民生活 貝森　博樹 市民の声、市政懇談会、自治会の振興、無料法律相談、地区センター、
住民集会所、人権、平和 2303

交通安全 諏訪　博紀 防犯・暴力追放・交通安全運動の推進、街路灯の補助 2305
団地住民センター連絡所
所長（市民課長兼務） 事務 ― 戸籍謄抄本・住民票・印鑑証明書の交付 ☎372-

0676
エルフィンパーク市民サービスコ
ーナーセンター長（市民課長兼務） 事務 ― 戸籍謄抄本・住民票・印鑑証明書の交付、エルフィンパーク交流広場

占用申請の受け付け
☎376-
8880

西部出張所
所長　佐々木正範 事務 ―

税・税外収入の収納、戸籍謄抄本・住民票・印鑑証明書・火葬許可証
の交付、所得・課税証明書の交付、地域まちづくり活動の支援

☎376-
2103

大曲出張所
所長　高橋　正弘 事務 波多野拓也 ☎376-

2530
西の里出張所
所長　石黒　哲明 事務 木下　隆司 ☎375-

3209

環境課
課長　阿部　泰洋

環境保全 新川　吾朗 公害の防止、環境汚染の調査・測定、有害鳥獣の駆除、地球温暖化対策 4113
衛生・霊園 土居　裕之 畜犬登録、野犬掃とう、スズメバチの駆除相談、霊園・火葬場の管理 4112
廃棄物計画 小川　大輔 廃棄物の総合計画、廃棄物処理の広域化 4102
廃棄物管理 三好　哲洋 廃棄物の処理・減量・リサイクル・施設管理、収集運搬業の許可 4105

市民参加・住宅施策課
課長　近藤　将雄

市民参加 髙嶋　真一 市民参加、市民協働、男女共同参画 4122
住宅施策 中島　秀男 住宅関連支援、空き家対策 4123

市民環境部市民環境部 ●部長　高橋　直樹

広報　 　－ 2019.5.13



●局長　川合　隆典

●局長（経済部長併任）

市役所の仕事と担当者

課名など 担当 主査 主な仕事 内線など
庶務課
課長　中居　直人

用地補償・地籍 谷畑　雅人 事業の用地取得・補償、地籍図書の整備・保管 4214
渉外・治水 菊地　徳久 国・道の建設事業に関わる連絡調整、治水に関する事務 4212

都市整備課
課長　佐々木克彦

道路・河川 相花　　悟 市道・河川の整備 4232
野本　　周 4233

公園・区画整理 森田　寿雄 公園の整備 4221
北口　　馨 公園・緑地の維持・管理、区画整理 4222

緑化推進 松本　直樹 緑のまちづくりの推進、市有林の管理 4223

建築課
課長　松崎　隆志

建築工事 吉岡　　亮 公共施設建築工事の設計・施工 4202
牛島　裕幸 4203

建築指導 嘉屋　康夫 建築確認、建築相談・指導、耐震改修促進計画の作成 4204
住宅管理 上森　秀樹 市営住宅の入退居・維持・管理・入居相談 4207

土木事務所
所長　人見　桂史

河川・橋梁 浅野　静男 河川・橋梁の維持・補修、建設機械の整備 6102
道路 藤本　　悟 道路の維持・補修、土木工事補助 6103
除雪 野尻　　敬 除排雪、私道除雪・市道排雪補助、駐輪場、レンタサイクル 6104
管理 吉川　　進 市道の認定、道路・河川の占用許可、市営駐車場 6101

●部長　平川　一省建設部建設部

課名など 担当 主査 主な仕事 内線など

経営管理課
課長　木村　公也

上水 佐々木保彰 水道事業の総務・財務・契約・出納、水道料金と下水道使用料の収納
事務・未納整理、水道料金センターの運営 4302

下水 鈴木　直哉 下水道事業の総務・財務・契約・出納 4303

水道施設課
課長　笹原　拓己

管理 山田　直昌 水道施設の維持・管理、水量・水圧などの管理、漏水調査・防止 4325
給水 佐野　光一 給水装置・排水設備の審査・検査、水道メーターの取り替え・修繕 4311
工事 柄澤　佳宏 水道施設工事・消火栓設置工事の設計・施工、水道整備計画の作成 4323

下水道課
課長　橋本　洋二

管理 山下　知芳 下水道管の設計・施工・維持管理 4333
処理施設 渡辺　　聡 下水処理センター施設の設計・施工 4332

下水処理センター
ｾﾝﾀｰ長　藤本　正志 施設 橋本　義公 下水処理センター・混合処理施設の運営・管理、乾燥おでい肥料の利

活用
☎372-
3752

●部長　藤縄　憲通水道部水道部

経済部
課名など 担当 主査 主な仕事 内線など

農政課
課長　及川　浩司

農業振興・農地
保全・農産・林務

池田　栄一 農業基本構想、担い手対策、６次産業化・グリーンツーリズム、土地
改良、農地保全、農産の振興、農用地利用調整、森林保全

4602
中尾　謙介 4603

観光振興課
課長　山田　　基 観光振興 米村　　恒 観光の振興、都市型観光の推進 4623

商工業振興課
課長　林　　睦晃

商工業振興・消
費・雇用・労働

宮川　　敬 工業の振興、大曲ふれあいプラザ、企業誘致、土地開発公社、消費者対策 4613
山田　真耶 商業の振興、中小企業対策、雇用・労働・勤労者対策 4612

観光協会担当
参事　松田　恭昌 ― ― 観光協会、地域の国際化 4631

●部長　砂金　和英　●理事　水口　真経済部

課名など 担当 主査 主な仕事 内線など
契約課
課長　庄司　直義 契約 福島　政則 工事・物品購入などの入札・契約・業者登録、市有財産に関すること 3353

工事審査・検査担当
参事　小島　靖雄 審査・検査 ― 建設工事などの審査・指導・検査 3322

会計課
課長　宮下照太郎

出納 松本　政樹 出納事務、決算書の作成、指定金融機関に関すること 2402
支出審査 工藤　重幸 支出負担行為の確認、支出命令の審査 2404

●室長　広田　律会計室会計室

課名など 担当 主査 主な仕事 内線など
次長　大野　聡美 議会 加藤　丈博 議会に関する庶務、請願・陳情・傍聴の受付、会議録の作成 5202

●局長　藤木　幹久議会事務局議会事務局

課名など 担当 主査 主な仕事 内線など
次長　棚田　吉浩 監査 千葉　哲男 事務事業の監査、決算・財政健全化判断比率などの審査、出納検査 4502

監査委員事務局監査委員事務局

課名など 担当 主査 主な仕事 内線など
次長（農政課長併
任）

農地振興 石川　正人 委員会の会議、農地法などの許可事務、農地利用状況調査、農地利用
調整事務、農業者年金事務 4701農地振興（農政課主査併任） 中尾　謙介

農業委員会事務局農業委員会事務局
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●局長（総務部長併任）

●部長　千葉　直樹　●理事　津谷　昌樹

●署長　本田　高広

●消防長　佐々木　伸　●次長　山口　洋幸

課名など 担当 主査 主な仕事 内線など
次長（総務課長併任） 選挙 大友　唱司 選挙の執行、選挙人名簿の調整、委員会の運営 3314

選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局

課名など 担当 主査 主な仕事 内線など
教育総務課
課長　下野　直章

教育総務 本宮　昌宣 教育委員会会議、教材・教具の整備、学校ＩＣＴ環境整備、姉妹都市学校交流 4812学校施設 教育総務担当主査兼務 学校施設、教員住宅の維持・管理
学校教育課
課長　河合　　一

学校教育 木村洋一郎 教職員の人事・服務、教育課程編成、児童・生徒の転入学、就学援助 4822
教育支援 福田　康生 特別支援教育、就学指導、青少年の健全育成推進、青少年総合相談 4823

小中一貫・教育施策推進課
課長　冨田　英禎

小中一貫・
教育施策 澤井　大輔 小中一貫教育の推進、コミュニティ・スクールと幼保小連携の推進、

教育基本計画・推進計画の作成・進行管理、校務支援システムの運用 4832

社会教育課
課長　吉田　智樹

社会教育 山田　孝博 社会教育事業の推進 4842
体育 大西　　岳 健康づくり・スポーツ活動事業の推進 4843

文化課
課長　丸毛　直樹

文化振興・管理
（芸術文化ホール） 笹森　和宏

芸術文化活動の振興、芸術文化事業の推進、芸術文化ホールの施設運
営・管理

☎372-
7667

読書推進・管理
（図書館） 蛯名　優子 図書館・地区図書館の施設運営・管理、図書館協議会の開催、図書館

資料の管理、ボランティア団体との連携、読書活動の推進
☎373-
7667

図書館計画担当
参事　新谷　良文 ― ― 図書館計画の作成 ☎373-

7667
エコミュージアムセンター
センター長　平澤　　肇

エコミュー
ジアム

若澤　路子 施設の管理、エコミュージアム構想の推進・普及、文化財の調査・保
存・活用、文化財保護審議会

☎373-
0188畠　　　誠

学校給食センター
センター長　須貝　初穂 業務 齋藤　洋平 調理場の管理運営、給食の調理・運搬、食の指導、給食費の収納 ☎373-

2487
図書館館長（図書館
計画担当参事兼務） ― ― 図書館・地区図書館の施設運営・管理、読書活動の推進 ☎373-

7667
中央公民館
館長（社会教育課長兼務） ― ― 公民館の運営・管理・使用許可　　 ☎373-

0101

教育委員会事務局　教育部教育委員会事務局　教育部

課名など 担当 主査 主な仕事 内線など

消防１課
課長　小室　秀治

消防指揮１ 川村　耕治 火災などの指揮・警戒・防御、消防訓練、消防水利の維持・管理

☎373-
2322

救助１ 河野　芳徳 救助活動、救助訓練、中高層建築物の救助計画
査察１ 福島　宏幸 防火対象物への立入検査

消防２課
課長　郷路　忠明

消防指揮２ 佐藤　暢晃 火災などの指揮・警戒・防御、消防訓練、消防水利の維持・管理
救助２ 板林　克典 救助活動、救助訓練、中高層建築物の救助計画
査察２ (査察１主査兼務) 防火対象物への立入検査

救急課
課長　宍戸　　靖

救急１ 森川　達彦
患者などの搬送、救急業務の広報・統計・研究、救急業務の教育・指
導、応急処置の普及・啓発、搬送事業の認定

☎373-
2322

救急指導１ 山崎　良範
救急２ 目貫　　進

救急指導２ 豊原　義久
救急企画課
課長　奥田　克治 救急企画 鈴木　皇輝 救急業務の企画・立案、救急関係機関との連絡調整、救急体制強化 ☎373-

2322

大曲出張所
所長　和知　真人

消防１ 佐々木敏文 火災などの警戒・防御、消防訓練、消防水利の維持・管理
☎377-
3020

消防２ 矢村　祐介
査察１ 御処野昌範 火災予防の指導・相談、防火対象物への立入検査査察２ 池田　拓磨

西の里出張所
所長　佐々木幸一

消防１ 鈴木　幸夫 火災などの警戒・防御、消防訓練、消防水利の維持・管理 ☎375-
3119

消防２ 森　　雅弘
査察１ 神代　　守 火災予防の指導・相談、防火対象物への立入検査査察２ 伊名野昌人

消防署消防署

消防本部
課名など 担当 主査 主な仕事 内線など

総務課
課長　鈴木　靖彦

総務 菊池　亮多 人事、経理、福利厚生、事務改善 ☎373-
3100管理 富島　賢治 財産・物品の管理、表彰、消防団　　

予防課
課長　大山　義幸

予防設備 菊池　　中 建築確認の同意、消防用設備の設置指導・検査、火災予防、火災の原因調査
☎373-
9119

保安 西村　正靖 危険物設置許可・完成検査、違反処理
指導 小玉　浩司 特定・重大違反対象物の指導・違反処理、防火対象物への立入検査
防火 田埜　裕司 防火組織の育成・指導、危険物安全協会、火災予防の指導

警防課
課長　後藤　英雄

警防 柴﨑　啓仁 消防計画、応援協定、消防機械器具の整備、消防水利の整備 ☎373-
2321

指令１ 岡　　貴一 消防通信の運用、消防隊・救急隊・救助隊などの出動指令 ☎373-
9099指令２ 天野　英樹

消防本部
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