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※1) 地方自治法の改正により『助役』の名称が『副町長』に変わりました。
※2) 地方自治法の改正により、特別職である『収入役』は廃止され、これに変わり一般職の『会計管理者』が置かれました。

また、これに伴い『収入役室』は『出納室』となりました。
※3) 保健福祉センター内に『地域包括支援センター』が開設されました。

町　長 副町長 ※1

総務課

税務課

住民課

保健福祉課

産業経済課

建設課

企画財政課

地域振興課

中央保育所

東保育所

北保育所

出納室（室長が会計管理者） ※２

水道課

多古中央病院
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課税係・収税係・資産税係

住民係・国保年金係

福祉係・保健衛生係・介護保険係
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事務局（総務課兼務）

事務局（税務課兼務）

庶務係、議事係

農地係
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学校教育課

社会教育課

学校給食センター

 ■特別職

副町長
（総務課長事務取扱解く）

大木数万 【助役、総務課長事務取扱】

 ■課長級

総務課長
（収入役職務代理者解く）

石井加久志
【税務課長、収入役職務代
理者】

出納室長（会計管理者） 波木要一 【建設課長】

水道課長 宮内雅晴 【学校教育課長】

税務課長 飯田哲男
【産業経済課長（兼）農業委
員会事務局長】

産業経済課長
（兼）農業委員会事務局長

越川一夫 【水道課長】

保健福祉課長
（兼）地域包括支援センター長

佐藤一成 【保健福祉課長】

建設課長 山倉泰次郎
【産業経済課 農政係長（兼）
商工経済係長】

学校教育課長 平野欽作 【総務課 庶務係長】

 ■係長級

社会教育課 社会教育係長
（兼）文化係長

櫻井清二 【税務課 収税係長】

地域振興課 都市計画係長
（兼）振興係長

宇井　栄 【企画財政課 財政係長】

産業経済課 農政係長
（兼）商工経済係長

大木信一
【地域振興課 都市計画係
長（兼）振興係長】

産業経済課 農産係長 石井祐治 【地域振興課 集落排水係長】

企画財政課 企画空港対策
係長（兼）合併推進係長

内藤久義 【水道課 管理係長】

地域振興課 集落排水係長 及川雅之 【産業経済課 農産係長】

総務課 庶務係長 市原良治
【企画財政課 企画空港対
策係長（兼）合併推進係長】

税務課 収税係長 行方敏夫
【社会教育課 社会教育係
長（兼）文化係長】

水道課 管理係長 宮本清子
【学校給食センター 学校
給食係長】

企画財政課 財政係長 白石博之 【住民課 住民係長】

保健福祉課 介護保険係長
（兼）地域包括支援センター 
庶務係長

秋山精一 【保健福祉課 介護保険係長】

住民課 住民係長 佐瀬弘子 【住民課 住民係】

学校給食センター
学校給食係長

大谷富美子 【税務課 資産税係】

 ■主査補以下

住民課 国保年金係 芦田喜代美 【税務課 課税係】

地域包括支援センター 宮内典子 【保健福祉課 介護保険係】
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4月1日から　　変わりました！！ここが

―多古地区― 島 郡司　幸夫 台作 土井　正己 宮本 平野　 一
大原内 石井　惠次 水戸 鈴木　　靖 井戸山 宮﨑　勝彦 坂 及川　豊吉
新町 平山　　豊 林 髙橋　潔氏 高津原 多田　和夫 方田 宇井　　昭
堀之尻 香取　房男 喜多 佐籘　文夫 大穴 阿部　武司 南玉造 林　　和浩
仲町 金村　昭彦 染井 鈴木　吉明 大門 平山　清一 柏熊 秋山　　健
本町 永嶋　宏司 飯笹 萩原　重雄 桧木 小川　　元 ―中地区―
高根 鈴木　英雄 五辻 前田　德次 出沼 三枝　　茂 南中第一 那須　博明
飯新 土屋　隆明 間倉 田村　義久 本三倉 鈴木　康夫 南中第二 飯田　秀樹
田町 瀬利　清志 一鍬田 秋葉　幹夫 谷三倉 高橋　　葊 北中西部 行方　愼治
高野前 勝又　堯男 船越 島　正義 十余三 澤　　 北中東部 大木　正昭
居射 平山　恒夫 牛尾 土屋日出夫 御料地 林　　剛彦 南借当 並木　　渡
豊田 鈴木　公一 ―久賀地区― ―常磐地区― 南並木 飯田　惠一
切通 勝又　寿雄 次浦 藤崎　征雄 川島 並木　信治 坂並 桐谷　　優
広沼 柴　　正規 西古内 髙槗　貞男 塙 林　　節夫

平成19年度の区長さんを紹介します！ （敬称略）

保健福祉課 介護保険係 宇井訓子 【保健福祉課 福祉係】

多古中央病院 医事係 佐藤美佐子 【社会教育課 社会教育係】

産業経済課 商工経済係 佐久間裕利子【住民課 住民係】

社会教育課 社会教育係 萩原郁子 【多古中央病院 庶務係】

税務課 収税係 瓜生真由美 【住民課 国保年金係】

住民課 住民係 宮内ひろ子 【産業経済課 商工経済係】

建設課 管理係 木内雅巳 【地域振興課 環境対策係】

地域包括支援センター 勝又　香 【在宅介護支援センター】

地域振興課 環境対策係 八木　亨 【建設課 管理係】

税務課 資産税係 中島博美 【税務課 収税係】

地域包括支援センター 野口真理 【在宅介護支援センター】

保健福祉課 福祉係 渡邉政和 【多古中央病院 医事係】

住民課 国保年金係 福島栄俊 【収入役室 出納係】

学校給食センター
学校給食係

柳下　勝 【総務課 庶務係】

 ■保育所

北保育所 主任保育士 内海裕子 【北保育所 保育士】

北保育所 保育士 酒井多美 【中央保育所 保育士】

中央保育所 調理員 石橋美代子 【東保育所 調理員】

東保育所 調理員 冨澤裕美子
【学校給食センター 学校
給食係】

 ■新規採用（4 月 1 日付）

武井　緑 多古中央病院 看護師

木内恵美 多古中央病院 看護師

小池紫乃 多古中央病院 看護師

菅澤行男 学校教育課 指導主事

 ■退職（3 月付）

鈴木正之 学校給食センター 学校給食係

平野千恵子 北保育所 主任保育士

平山陽子 中央保育所 調理師

冨澤喜代子 久賀小学校 用務員

飯田藍子 住民課 国保年金係

平野しげ子 多古中央病院 准看護師

鵜澤貴代子 多古中央病院 准看護師

鈴木勝信 多古中央病院 看護師

松本由加里 多古中央病院 看護師

田中秀幸
学校教育課 指導主事

（成田市立前林小学校へ）

①所　一重　42 歳　（無所属・元）

②秋山行三　70 歳　（無所属・現）

③勝又　剛　62 歳　（無所属・現）

④菅澤昌則　50 歳　（無所属・新）

⑤土井秀敏　50 歳　（無所属・新）

【敬称略、丸数字は届出番号、氏名等は届出のとおり】

―多古町議会議員の選挙結果― 無投票で18名が当選しました!!

⑥柳下　清　64 歳　（無所属・現）

⑦加瀬芳葊　69 歳　（無所属・現）

⑧越川幸昭　65 歳　（無所属・現）

⑨飯田良助　72 歳　（無所属・新）

⑩椎名義光　56 歳　（日本共産党・現）

⑪石渡悦子　47 歳　（日本共産党・現）

⑫広瀬弘二　64 歳　（無所属・新）

⑬土井清司　58 歳　（無所属・現）

⑭菅沢正夫　71 歳　（無所属・現）

⑮伊藤信也　73 歳　（無所属・現）

⑯桺下義衛　72 歳　（無所属・現）

⑰小川藤男　71 歳　（無所属・現）

⑱鎌形榮一　57 歳　（無所属・現）

　平成 19 年 4 月 22 日執行の多古町議会議員一般選挙（定数 18 名）は、立候補
の届出が定数と同数だったため、無投票となりました。
　この結果、18 名の候補者全員が当選しました。
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