
令和4年4月1日現在

　理事 10人
会  長 11人
副会長 11人
理　事 18人
監  事 12人
評議員 15人

正職員 19人
嘱託職員 210人
臨時職員 71人
　 合計 100人

金ケ崎町社会福祉協議会組織機構・職員配置図

会長長 髙橋 範夫

副会長 小野寺正徳
理事会 監 事

評議員会理事兼事務局長

高橋局修

総務企画・地域福祉課

課長 郡司 彰

【福祉センター建設推進室】
※課長兼福祉センター建設推進室長

郡司 彰

福祉センター建設推進室員(兼)

高橋 奈歩

福祉センター建設推進室員(兼)

紺野小百合

福祉センター建設推進室員(兼)

鈴木 知里

【総務企画係・地域福祉係】
係長兼福祉活動専門員兼会計職員

鈴木 知里

主事兼会計職員 佐々木 護

社会福祉士兼生活支援コーディネーター

吉田 祐子

事務職員 児玉 真実

事務職員 千葉 佳子

事務職員 小澤 夏美

運転手兼用務員 釜石又三郎

運転手兼用務員 髙橋 一男

運転手兼用務員 菅野 和彦

清掃員 阿部 稲子

清掃員 釜石 房子

【学童保育係】
係長兼金ケ崎学童リーダー 菅原 真澄

金ケ崎学童副リーダー 佐藤 文子

金ケ崎学童児童支援員 髙橋美枝子

金ケ崎学童児童支援員 及川 典子

金ケ崎学童児童支援補助員 渡邉 郁子

金ケ崎学童児童支援補助員 小野寺幸利

金ケ崎学童児童支援補助員 山口 成実

金ケ崎学童児童支援補助員 千葉 裕子

金ケ崎学童児童支援補助員 有住 恵子

金ケ崎学童児童支援補助員 及川 美香

金ケ崎学童児童支援補助員 菊地 徳道

金ケ崎学童清掃員 高橋 君江

三ケ尻学童リーダー 菊地 桂子

三ケ尻学童副リーダー 今宮 妙子

三ケ尻学童児童支援補助員 大友真由美

三ケ尻学童児童支援員 小田嶋真理子

北部学童リーダー 鈴木 里枝

北部学童副リーダー 石川 裕美

北部学童児童支援補助員 松田 妙子

北部学童児童支援補助員 小澤 裕子

北部学童児童支援補助員 巴 信子

北部第2学童副リーダー 福田多貴代

北部第2学童児童支援補助員 菅原 昭子

西学童リーダー 松川千鶴子

西学童副リーダー 鈴木 直美

西学童児童支援員 木村 圭子

永岡学童リーダー 熊谷 るみ

永岡学童副リーダー 佐藤 穂波

永岡学童児童支援員 小野寺智子

永岡学童児童支援員 佐藤 芳子

介護福祉課

課長 高橋 オリミ

【指定居宅介護支援事業所】
係長兼管理者兼主任介護支援専門員

八重柏知史

主任兼介護支援専門員 髙橋 文恵

介護支援専門員 高橋 道枝

【指定(介護予防)訪問介護・A型事業所】

【指定障害福祉サービス事業所】

副主幹兼管理者兼サービス提供責任者

三田 章代

サービス提供責任者兼介護職員

石川千鶴子

介護職員 後藤 秀子

介護職員 千葉 薫子

介護職員 秋澤千賀子

介護職員 本宮 君枝

【指定(介護予防)通所介護・A型事業所】

課長補佐兼管理者兼生活相談員

高橋 奈歩

主任兼生活相談員兼介護職員

小澤ひろみ

理学療法士 佐藤 真純

看護師 畠山 暢子

生活相談員兼介護職員 伊藤 美絵

看護師 高橋 牧子

看護師 坂下 則子

介護職員 小関久美子

介護職員 山本 歌子

介護職員 秋澤 学

介護職員 廣野 聡

介護職員 及川 和江

運転手兼介護補助員 千葉 千昭

清掃員 菊地美江子

(兼)は他事業所・他部署との兼務

※は名簿重複あり

障がい福祉課

課長 宮本 運山

【ワークステーションかねがさき】
課長補佐兼管理者兼サービス管理責任者

紺野小百合

主任兼サービス管理責任者兼生活支援員

及川 裕美

生活支援員兼栄養士兼調理員

小河原由華

〔就労継続支援Ｂ型事業所〕
主任兼生活支援員 榊 文章

職業指導員 八重樫 伸

職業指導員兼生活支援員 千葉 博

職業指導員兼生活支援員 阿部 喜一

事務補助兼生活支援員 安倍 百香

生活支援員 石川 祐子

〔生活介護事業〕
生活支援員兼調理員 平尾由紀子

生活支援員 千田 瑞枝

看護師兼生活支援員 板宮勢智子

看護師兼生活支援員 千葉眞由美

看護師兼生活支援員 及川富貴子

生活支援員兼調理員 佐々木正文

【放課後等デイサービス】

〔クレヨン〕
係長兼管理者兼日中一時支援管理者

責任者 鈴木 清子

児童発達支援管理責任者 忍田 英美

児童指導員 齊藤 治香

児童指導員 朝倉 由美

児童指導員 小澤 仁美

児童指導員 荒井亜希子

指導員 小澤美南子

指導員 阿部 伸理

〔第２クレヨン〕
管理者兼日中一時支援管理者

高橋ミナ子

児童発達支援管理責任者 小澤 明延

児童指導員 高橋 由香

児童指導員 及川 真弓

児童指導員 菅原 絹子

児童指導員 坂本 有子

児童指導員 菊池 良枝

指導員 菊地 一弘

〔第３クレヨン〕休止

【相談支援事業所あゆみ】
課長補佐兼管理者兼相談支援専門員

佐藤久美子

あゆみ相談支援専門員(兼) 及川 純子

あゆみ相談支援専門員(兼) 吉田 祐子

【障がい者基幹相談支援センター】
管理者兼保健師 及川 純子


