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グループ長◎亀谷良宏　　　

 ○丹美香子　　○鈴木涼馬　　松坂一樹　
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○塩田　崇　 （源　綾芽）

施設長事務取扱　（瀧本周三）
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 ◎主幹 

 ○主査・主任 

 （  ） 兼務 

 《   》臨時職員等 

  【  】 派遣 

地域おこし協力隊等 
定 住 支 援 員    ：北田ゆい 

有害鳥獣駆除員 ：菅野 敦 

農 業 支 援 員    ：小山健次郎・佐藤鈴央音 

飲 食 店 支 援 員：岩沢ルミ子 

観 光 支 援 員    ：寺木佳奈・寺木悠人 
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教育長 ◎高橋征一　　〇川嶋　智　　中田由布子　　《元木和芳》
吉 田 憲 司

室長事務取扱（三浦　剛)

（中田由布子）　　（多田翔平）

（グループ長○川嶋　智）

富田　匠　　和田章人　　多田翔平　　
（○岩井俊直）

（グループ長◎高橋征一）

○菊池詩織　　松井佳祐　（多田翔平）

グループ長◎森田康弘

課長（村中博隆） ◎岡部昌幸　　（○宮沢　勝）　

事務局長　浅野信行 ○沼本次登
議長　小 峯 　聡

（事務局長　瀧本周三） 〇宮下麻由
会長　辻 　則 行

書記長（浅野信行） （○沼本次登）
代表監査委員　金 子 幸 保

書記長　（前田昌清）
　書記次長　（◎小玉好紀） （◎亀谷良宏）　（○一戸邦仁）　（佐々木儀）　（林　亮太）　(阿部拓朗）　（福川結子）

委員長　堀 　裕 昭

（前田昌清）
　(◎小玉好紀） （○一戸邦仁）

委員長　大三島　 茂

事務次長（前田昌清） ◎吾子宏一　　◎長谷川祐一　　
支署長　片岡輝雄　　 ○河原康利　　○深瀬利洋　　○横山　諭　　○戸松大輔　　
　副支署長　◎中村英司 松橋　佑　　大町研太　　山根直峰　　丸山圭太　　岩田教嗣　　吉田将馬

沼田町水道事業

沼田町議会

沼田町農業委員会

沼田町選挙管理委員会

沼田町公平委員会

深川地区消防組合
沼田支署

　　　課長　三浦　剛

沼田町監査委員

施設グループ

沼田学園推進室

学務グループ

社会教育グループ

教育委員会 教　育　課
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訪問介護事業所短期入所生活介護事業所

特別養護老人ホーム
旭寿園

認知症高齢者グループホー
ムなごみ

会計管理者

　　　　　　（小玉好紀）

養護老人ホーム和風園
特定施設入居者生活介護事業所
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