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1 総務課 次長 山田　和夫 207 39 高齢者支援課 主幹 加藤　恒寿 400 77 消防総務課 課長補佐 井下田　佳弘 04-7181-7700

2 〃 主幹 佐藤　和文 216 40 〃 課長補佐 渡壁　麻里 411 78 〃 主査長 勝矢　秀樹 04-7181-7700

3 秘書広報課 主幹 高見澤　隆 272 41 国保年金課 課長補佐 本庄　勇 257 79 予防課 課長補佐 中嶋　賢治 04-7181-7702

4 〃 主幹 小池　博幸 231 42 〃 課長補佐 野口　秀郎 368 80 〃 課長補佐 玉田　耕作 04-7181-7702

5 文書情報課 課長 磯岡　光夫 222 43 子ども支援課 課長補佐 蛯原　弘治 449 81 警防課 課長補佐 齊藤　誠 04-7181-7701

6 〃 課長補佐 山﨑　知厚 229 44 〃 主査長 髙橋　晃 449 82 〃 課長補佐 国本　浩二 04-7181-7701

7 情報政策課 課長 須賀隆光 285 45 保育課 課長補佐 三井　美穂 572 83 西消防署 副署長 大矢　英俊 04-7184-8673

8 〃 主査長 沖　哲也 293 46 〃 課長補佐 石山　達也 450 84 〃 副署長 荻原　弘章 04-7184-8673

9 施設管理課 課長 神戸　明 265 47 子ども相談課 課長 阿部　政人 407 85 東消防署 副署長 香焼　正義 04-7189-2110

10 〃 主査長 服部　順一 266 48 〃 主査長 津川　裕子 369 86 〃 副署長 一澤　稔 04-7189-2110

11 企画課 主幹 寺田秀樹 228 49 こども発達センター 所長 三澤　由紀子 04-7188-0472 87 会計課 課長補佐 石井　透 304

12 〃 主査長 安武真弓 568 50 〃 副所長 糸澤　弘行 04-7188-0472 88 経営課 課長 嶋田　繁 04-7184-0114

13 資産経営課 課長 林　宏規 589 51 手賀沼課 課長補佐 斉藤　幸弘 04-7185-1484 89 〃 課長補佐 遠藤　忠信 04-7184-0114

14 〃 主任 河合　真吾 566 52 〃 課長補佐 倉島　千誉子 04-7185-1484 90 工務課 課長補佐 山下　透 04-7184-0257

15 財政課 課長補佐 海津　里史 268 53 クリーンセンター 主幹 佐野　哲也 215 91 〃 課長補佐 川村　憲司 04-7184-0267

16 〃 主任 須田　隆弘 300 54 〃 課長補佐 野村　勝彦 04-7187-0015 92 議会事務局 次長 海老原正 255

17 課税課 課長補佐 石崎　宣生 336 55 商業観光課 課長補佐 山田　健治 04-7185-1469 93 〃 次長補佐 中場志保 260

18 〃 課長補佐 落合　知視 339 56 〃 課長補佐 工藤　文 505 94 選挙管理委員会事務局 事務局次長補佐 山﨑　知厚 229

19 収税課 課長補佐 成嶋　克佳 311 57 企業立地推進課 課長 山本　康樹 650 95 〃 係長 綱川 泰章 345

20 〃 主査長 佐野　裕美 472 58 〃 課長補佐 鈴木　邦治 651 96 監査委員事務局 次長 津川雄飛 344

21 市民課 課長補佐 加藤　恭子 492 59 農政課 課長補佐 秋田　芳博 04-7185-1481 97 農業委員会事務局 事務局次長 大井　一郎 04-7185-1483

22 〃 課長補佐 三宅　智之 316 60 〃 主査長 斎藤　寿義 04-7185-1481 98 (教育)総務課 課長 森田　康宏 04-7185-1110

23 市民活動支援課 課長補佐 加﨑　麻美 294 61 道路課 課長補佐 箕川　正臣 551 99 〃 課長補佐 飯塚　直則 04-7185-1110

24 〃 主査長 飯塚　寛明 490 62 〃 課長補佐 河辺　敦 595 100 学校教育課 主幹 藤岡　宏子 04-7185-1268

25 市民安全課 部次長兼課長 隈　正章 487 63 交通課 副参事 高倍　宗一郎 356 101 〃 課長補佐 丸山　恵子 04-7185-1268

26 〃 課長補佐 住安　巌 483 64 〃 主査長 甲田　稔人 330 102 指導課 課長 戸塚美由紀 04-7185-1367

27 社会福祉課 課長補佐 増田　栄寿 649 65 下水道課 主幹 西澤　卓 536 103 〃 課長補佐 中山千草 04-7185-1367

28 〃 課長補佐 鈴木　将人 645 66 〃 課長補佐 土屋　弥世 539 104 教育研究所 所長 遠藤　美香 04-7187-4600

29 健康づくり支援課 課長補佐 長島公子 04-7185-1126 67 治水課 主幹 井戸　俊 587 105 〃 主査長 三津山　まどか 04-7187-4600

30 〃 主査長 清水豪人 04-7185-1126 68 〃 主査長 木村　裕之 286 106 生涯学習課 課長 菊地　統 04-7185-1602

31 障害福祉支援課 課　長 小池　斉 375 69 都市計画課 課長補佐 榎本 栄 541 107 〃 課長補佐 小泉　和史 04-7182-0511

32 〃 課長補佐 金子　隆之 309 70 〃 主査長 沼﨑 智 541 108 文化・スポーツ課 課長 小林　由紀夫 04-7185-1601

33 あらき園 主幹（園長） 飯田　秀雄 04-7185-2459 71 建築住宅課 課長補佐 木村　克己 609 109 〃 主幹 辻　史郎 04-7185-1601

34 〃 主査長 廣瀬　めぐみ ２５－２１８ 72 〃 課長補佐 荒井　勇 602 110 鳥の博物館 館長 斉藤　安行 04-7185-2212

35 障害者就労支援センター 　　所　長 　小笠原　雅夫 04-7185-1917 73 公園緑地課 課長補佐 林　克己 561 111 〃 主査長 近藤　裕子 04-7185-2212

36 〃 　　主査長 　石井　万利 04-7185-1917 74 〃 課長補佐 飯泉　章 287 112 図書館 館長補佐 宇賀神　修 04-7184-1110

37 障害者福祉センター 　　所　長 　小笠原　雅夫 04-7185-1124 75 市街地整備課 課長補佐 落合　敦 624 113 〃 館長補佐 穐村　喜代子 04-7184-1110

38 〃 　　主査長 　　竹中　啓介 04-7185-1124 76 〃 主査長 佐藤　雄司 620


