
№ 選任区分 団体名等

1
１号委員
（学識経験者）

市議会議員

2
１号委員
（学識経験者）

人間総合科学大学

3
１号委員
（学識経験者）

元埼玉県職員

4
１号委員
（学識経験者）

埼玉りそな銀行

5
１号委員
（学識経験者）

子育て支援団体

6
２号委員
（公共的団体長推薦）

蓮田市自治連合会

7
２号委員
（公共的団体長推薦）

蓮田市商工会

8
２号委員
（公共的団体長推薦）

蓮田市農業委員会

9
３号委員
（市民公募）

10
３号委員
（市民公募）

蓮田市総合振興計画審議会委員名簿

（平成28年9月29日～平成30年9月28日）

　（敬称略 順不同）

氏　　　　名

中　里　幸　一

鈴　木　はる江

奥　沢　信　男

天　野　真　治

石　井　文　枝

小　川　總之輔

圡　橋　克　美

石　井　正　孝

山　田　昭　博

馬　場　干　児

資料 １ 



№ 氏　　名 備考
1 本部長 市　長 中野　 和信
2 副本部長 副市長 新井　 　勉
3 本部員 教育長 西山　 通夫
4 〃 総合政策部長 渡辺 実紀夫
5 〃 総務部長 増田　 和詔
6 〃 環境経済部長 小林　　 裕
7 〃 健康福祉部長 椿本 美栄子
8 〃 都市整備部長 田島　 幸則
9 〃 上下水道部長 亘　　 宏邦
10 〃 会計管理者 加賀谷 武憲
11 〃 消防長 岡野　 和男
12 〃 学校教育部長 宗方　 健二
13 〃 生涯学習部長 小林 健一郎
14 〃 議会事務局長 千代　 康弘
15 〃 監査委員事務局長 田口　 久雄
16 〃 都市整備部参事 治田　 敬人 (区画整理担当）

17 〃 都市整備部参事 中田　 美稔 (西口再開発担当）

18 〃 生涯学習部参事 松永　 幸一 (文化スポーツ担当）

№ 部会 職名 氏　　名 備考
1 総合政策部調整幹 町田　 一幸
2 総合政策部調整幹 竹澤　 立也
3 第１部会 政策調整課長　　 小山 　　猛
4 第１部会 財政課長 山田 　勝利
5 第１部会 広報広聴課長 金子 　克明 第１部会 副部会長

6 第１部会 秘書課長 吉澤 　正剛 第１部会 副部会長

7 第１部会 庶務課長 山﨑 　　隆
8 第１部会 市民課長 山野井 重雄
9 第１部会 税務課長 鈴木　 敏明
10 第１部会 収納課長 毒島　 正明
11 第１部会 電算課長 青木　   操
12 第１部会 自治振興課長 采澤　 修八 第１部会 部会長

13 第１部会 会計室長 小林　 玉枝
14 第１部会 議会事務局次長 斎藤   　昇
15 第１部会 行政委員会事務局次長 安西　 勝美
16 第２部会 福祉課長 小川　 金悟 第２部会 部会長

17 第２部会 健康増進課長 中村　 浩章
18 第２部会 長寿支援課長 折原　 宏道
19 第２部会 在宅医療介護課長 根立 美佐子
20 第２部会 国保年金課長 原　   淳司
21 第２部会 教育総務課長 高崎 　達也 第２部会 副部会長

22 第２部会 学校教育課長 槍田 　光東
23 第２部会 子ども支援課長 新井 　宏典 第２部会 副部会長

24 第２部会 保育課長 星　   初江
25 第２部会 社会教育課長 田中　 和之
26 第２部会 文化スポーツ課長 山田　 則子
27 第３部会 都市計画課長　　　　　 関根　 守男 第３部会 部会長

28 第３部会 道路課長 増田　 吉郎
29 第３部会 建築指導課長 石井　 伯夫
30 第３部会 区画整理課長 遠藤　 清一
31 第３部会 西口再開発課長 熊谷　   浩
32 第３部会 水道課長 細井　 満浩
33 第３部会 下水道課長 林　   信司
34 第３部会 農政課長 渡辺　 高資
35 第３部会 商工課長 寺内　 正明 第３部会 副部会長

36 第３部会 みどり環境課長 中野　 敦一
37 第３部会 危機管理課長 猿田　 孝二 第３部会 副部会長

38 第３部会 消防課長 内田　 一男

№ 氏　　名 備考
1 町田　 一幸

2 竹澤　 立也

3 小山　 　猛

4 山田 百合子

5 水沼　 哲也

6 染谷　　 智

職　　　　名
蓮田市総合振興計画策定委員会名簿

政策調整課政策調整担当主事

蓮田市総合振興計画庁内検討委員会名簿

蓮田市総合振興計画審議会事務局名簿

職　　　　名
総合政策部調整幹
総合政策部調整幹
政策調整課長
政策調整課政策調整担当副主幹
政策調整課政策調整担当主査


