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保健師　柳　谷　由　羽

保健師　山　口　万　由

本町のグループ制における役職別の役割

課　　　　　　　　　　長　グループ長として、課全体の調整や重要施策の

　　　　　　　　　　　　　推進等を担当し課を統括します。　

上　席　主　幹・主　幹　課長を補佐し、課内業務の調整に当たるととも

　　　　　　　　　　　　　に、課の懸案事項の処理を担当します。

主査・主任・主事・主事補　課長の指揮を受けて、それぞれ担当する事務を　

　　　　　　　　　　　　　処理します。

注：氏名の〇は新採用、( 再 ) は再任用、( 兼 ) は兼務
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課　名　等 グループ名等 主 な 仕 事 の 内 容

総　務　課
（本庁舎）

総務グループ

〇職員の人事、給与、勤務条件等に関すること

〇条例、規則等に関すること

〇交通安全や防災に関すること

〇町の財産の管理に関すること

〇財政計画に関すること

〇予算の編成、経理に関すること

〇町債に関すること

〇白井川地区コミュニティセンターに関すること

企画環境課
（本庁舎）

企画環境グループ

〇施策の企画、調整に関すること

〇総合計画等に関すること

〇広報及び統計に関すること

〇町村合併に関すること

〇商工及び観光に関すること

〇地域景観に関すること

〇環境事務に関すること

〇自然・環境の保全に関すること

〇生物多様性の保全に関すること

〇里地・里山の再生に関すること

〇自然エネルギーに関すること

〇公害に関すること

〇水産業の振興に関すること

住　民　課
（本庁舎）

住民グループ

〇戸籍、住民基本台帳に関すること

〇埋火葬認可、火葬場に関すること

〇外国人の在留に関すること

〇年金に関すること

〇児童手当に関すること

〇児童扶養手当・特別児童扶養手

　当に関すること

〇パスポートの申請・交付に関すること

〇国民健康保険事業に関すること

〇乳幼児等、高校生、ひとり親、老人、重度

　心身障がい者の医療費助成に関すること

〇町税に関すること

〇税務関係の証明書の交付に関すること

〇使用料等の徴収に関すること

〇衛生に関すること

〇狂犬病に関すること

〇廃棄物及びリサイクルに関すること

保健福祉課
（保健福祉センター）

保健福祉グループ

〇社会福祉に関すること

〇高齢者・障がい者福祉に関すること

〇民生委員・児童委員に関すること

〇社会福祉協議会に関すること

〇福祉バスの運行管理に関すること

〇住民の健康増進に関すること

〇各種健康診査・予防接種に関すること

〇精神保健に関すること

〇食生活、栄養指導に関すること

〇介護保険に関すること

〇伝染病・結核予防に関すること

〇国保診療所の運営に関すること

〇母子保健に関すること

産　業　課
（分庁舎）

（特産物手づくり加工センター）

産業グループ

〇農業の振興に関すること

〇農政の企画及び調査に関すること

〇農業の担い手に関すること

〇土地改良事業に関すること

〇家畜衛生に関すること

〇町営牧場の管理運営に関すること

〇草地の造成整備事業に関すること

〇畜産振興に関すること

〇地場産物の加工技術の研究開発

　と普及に関すること

〇特産物の製造に関すること

〇特産物手づくり加工センターの

　管理運営に関すること

〇特産品の販売に関すること

〇林業の振興に関すること

〇有害鳥獣駆除に関すること

課　名　等 グループ名等 主 な 仕 事 の 内 容

建設水道課
（分庁舎）

建設水道グループ

〇土木事業の企画及び調査に関すること

〇土木建築事業の事務に関すること

〇公共土木施設工事の設計施行に関すること

〇公共建築工事の設計施行に関すること

〇除排雪対策に関すること

〇建築事業の企画及び調査に関すること

〇公有建物の営繕に関すること

〇町道や普通河川の管理に関すること

〇町営住宅の管理に関すること

〇上下水道事業の企画及び調査に

　関すること

〇上下水道使用料等の賦課徴収に

　関すること

〇上下水道施設に関すること

〇上下水道工事の設計施工に関すること

〇町営野球場及びパークゴルフ場

　の維持に関すること

出　納　室
（本庁舎）

〇現金、有価証券の出納、保管に関すること

〇現金、財産の記録管理に関すること

〇決算の調整に関すること

教育委員会
（町民センター 1 階）

総務・生涯学習グループ

子育て支援グループ

文化振興グループ
（ブナセンター）

〇教育委員会の会議に関すること

〇学校教育施設に関すること

〇児童生徒の就学、転学に関すること

〇学校教職員の福利厚生や研修に関すること

〇学校給食に関すること

〇生涯学習活動の振興に関すること

〇児童福祉に関すること

〇保育所に関すること

〇ブナセンターの管理運営に関すること

〇自然・環境分野の教育普及活動に関すること

〇環境教育、情報教育の推進に関すること

〇社会教育関係団体及び指導者の

　育成に関すること

〇社会教育施設の管理運営に関すること

〇地域づくりに関すること

〇スポーツの振興に関すること

〇児童生徒の放課後活動に関すること

〇文化財の保護及び活用に関すること

〇オートキャンプ場の管理運営に関すること

議会事務局
（本庁舎）

〇議会等の招集や告知に関すること

〇議案に関すること

〇その他議会の一般に関すること

〇会議録等の調製に関すること

農業委員会事務局
（分庁舎）

〇農地の利用関係の調整等に関すること

〇その他農地に関すること

（　）～所在する庁舎、施設

建設水道課
農業委員会
事 務 局

産業課
福祉バス
待合所

玄関

■分庁舎■■本庁舎・コミュニティ防災センター 2 階■■本庁舎・コミュニティ防災センター 1 階■


