
金　融　課

共　済　課

ＪＡ上川中央 業務機構図
内部監査室 1名

内部監査係
（平成31年４月１日現在） 室　　長 係　　長

奥　　智尚 準
総務部長兼務 室長兼務

委託先　内部審査協議会

金融部長兼務 髙橋　勝彦 古川　浩次 正

信用担当理事 部　　長 ＪＡ共済連北海道　出向

金融部 17名

金　融　係

（部長兼務） 金木　仁司 児島　遥香 (正) 中嶋　梨捺 (正)

課　　長 金融係長 志茂　　創 試 川村ゆきえ (正)

理 事 会
兼務野口　　昇

辰巳　　眞

木村　悦明 管理金融係

大村　正利

総務・金融委員会

委員長 副委員長

課　　長 共済係長 共　済　係

渡邉　武文 莖津　和照 橋本　宏希 正(川村ゆきえ)

大村　正利 青木　光晴
高橋泉太郎 試 佐藤　雅子 (正)

上川支所
管理金融課

福井　彩香 (正) 富士原沙希 (準)

岩城　一憲

委　員 理事２名 課長(支所長) 管理金融係長

営農・経済委員会 髙田　葉子 (パ)

青木　光晴 委員長 副委員長 総務部

牧野　知晴 鈴木　直美

武田　明彦 岩城　一憲 武田　明彦

伊藤　章一 委　員 理事２名

7名 総　務　課

部　　長 課　　長 総務係長 総　務　係

髙橋　勝彦

営農経済委員長

企　画　課
松岡　康弘

奥山　春彦 井上　裕也 小谷奈津子 大澤　佑梨 (正) 及川　秋穂 (正)

農家経済対策委員会 課　　長 企画係長 企　画　係

日谷　真一 正

辰巳　　眞 総務金融委員長

昔農　昌人
委員長 委　員 西村　賢吾 （課長兼務）

(企画課長兼務) (課長兼務) （企画係兼務）

融資審査課

課　　長

営農部 33名 営農振興課

融資審査係長 融資審査係

野口　　昇 木村　悦明

部　　長 課　　長 営農振興係長 地域振興係
代表理事組合長 代表理事常務

福島　慶喜 小山　貴幸 荒川　英宣 北澤　知佳 (主)

営農部付課長
(農地再編推進室）

出向　推進室　（地域振興係）

営農販売課

関　　行男 (代表監事) 北原　智尚 正 井渕　智明

正

企画会議
中川　　清 松嶋　光章 準

営農販売係長田中　敏明 斉藤　健太 正 前田　将武 正

課　　長 営農販売係長 営農販売係
監 事 会 後藤　政勝 鈴木　慶幸 渡辺　和彦 正 阿部　　修

舟山　　徹川崎　　進 (員外監事) 佐藤　佳美 (正) 伊藤　未来

正

(正)

川村　雄太 丸子　朱美 (準)

営農販売係長 阿木　　潔 準 長谷川一彦 準

谷田　翔香 (正)

飼料取扱 センター長 地域振興係長 地域振興係

上川営農センター

経理グループ

斎藤佐代子 (主)

ホームページ…総務部企画課 上川支所

竹本　真紀 (正)

相馬エリ子 (正)

※飼料の取扱経理については 営農販売係長 営農販売係

営農部営農販売課 亀谷　　誠 斉藤　暢広

　従来通り購買部資材課で行う 多羽田裕一 長谷川　充 正 平澤　憲吾 正

森　　建斗 正

本所
岡田　　健〒　078-1495

営農販売係長
伊藤　博之 準

購買部 28名 資　材　課

TEL 01658-6-5311
武川　佳樹 正 手塚　啓介 正

FAX 01658-6-4197 須賀　成浩

愛別資材係
部　　長 課　　長 愛別資材係長

伊藤　憲和 黒田　和博
伊藤しのぶ (正) 宮林　郁恵 (準)

伊藤　方人 正

４部１室９課１センター体制

URL http://www.ja-kamikawa.or.jp
奥山　幸子 (パ)

〒　078-1744 考 査 役
上川資材係

竹本　広伸

上川支所

FAX 01658-2-2140
髙野　奨一 菊地　利彦 正 原田　則子 (正)

TEL 01658-2-1111 上川資材係長 端場　　亘 主

農機給油係長 農機センター係

愛別給油係
※ 職員数 当月 前月 増減 田中富士夫 正 森定　充宣

佐藤　　勲 山形　悦啓 準 髙橋　明美

18 67 48 19 

計 男

86 

正職員数 49 (準)

(パ)

関戸　駿希 準女 計

パート数 0 3 3 0 3 

正

男 女 計 男 女

1 △1 0 
横尾　修一 準

67 

準職員数 11 5 16 10 4 14 1 
野澤　佳世

3 0 0 0 
上川給油係長 松村　伸二 正 鈴木　輝雄84 2 準

1 2 
上川給油係

0 2 

※正職員数には、試用職員を含んでおります。
　季節による短期雇用者は、記載しておりません。 四方　祥子 (準)

計 60 26 58 26 
曽我　一宏 遠藤　翔太 準 徳田　晶大 準

住所　上川郡愛別町字本町125番地

住所　上川郡上川町北町189番地

専門委員会


