
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

各種委員名簿各種委員名簿各種委員名簿各種委員名簿    



各種委員名簿各種委員名簿各種委員名簿各種委員名簿 

（  ）は任期    

 

奨学金選考奨学金選考奨学金選考奨学金選考・・・・検討検討検討検討委員会委員委員会委員委員会委員委員会委員（～22 年 3 月 31 日） 

大森 一尚  伊達 伸子  岡田佐代子  濵岡 恵子  行待 佳平 

安田 隆一  川戸 和子  本井  裕  坂根 文伸  京崎 秀樹 

 

学校再配置検討学校再配置検討学校再配置検討学校再配置検討委員会委員会委員会委員会委員委員委員委員（～20 年 11 月 21 日）    

髙野 繁一  田 ケイ  髙田  一  大木 満和  松本 慶満 

小倉 剛成  坪倉 忠世  板垣 久彌  小松 慶三  増田 明子 

本城 昌彦  小牧 良彦  平松 隆夫  河田 和代  谷  良夫 

野木  武  平林 洋二  藤原 信雄  西山 茂門  沼倉 惠子 

 

峰山町峰山町峰山町峰山町学校再配置検討分科学校再配置検討分科学校再配置検討分科学校再配置検討分科会委員会委員会委員会委員（～20 年 11 月 21 日） 

今田 正文  小牧小百合  小松 慶三  松尾 直樹  吉岡 直樹 

田中 直子  田中  修  中島みき子  安田 和幸  増田 幸二 

家原  淳  増田 明子  井上 恭宏  沖 美津代  永岡  晃 

老籾 龍二  岡田 直明  松下 直子  木村 大閑  平野ゆかり 

金子  実   

 

大宮町学校再配置検討分科大宮町学校再配置検討分科大宮町学校再配置検討分科大宮町学校再配置検討分科会委員会委員会委員会委員（～20 年 11 月 21 日） 

山﨑 吉員  平井 邦生  宮田 美保  本田 敏浩  小牧 良彦 

安田 恵子  田﨑 仁志  上田 久雄  糸井えみ子  石河 正直 

本城 昌彦  野川 亜未 

 

網野町学校再配置検討分科網野町学校再配置検討分科網野町学校再配置検討分科網野町学校再配置検討分科会委員会委員会委員会委員（～20 年 11 月 21 日） 

平松 隆夫  篠村 雅久  森口 美野  谷津 伸幸  糸井 直隆 

室野  惠  井上 昌彦  松井  稔  塩田千代美  松井恵美子 

松本 和典  久岡美也子  坪倉 睦男  松尾 隆一  足達香代子 

本田 浩也  稲岡 信一  三浦 悦子  河田 和代  中村 義則 

野村 道昭  吉岡 慶子  文珠 清道  浅田 茂幸 

   

丹後町学校再配置検討分科丹後町学校再配置検討分科丹後町学校再配置検討分科丹後町学校再配置検討分科会委員会委員会委員会委員（～20 年 11 月 21 日） 

吉岡 正人  野木  武  坪倉 美幸  久保 昌二  谷  良夫 

中江 裕子  久下 勝也  櫻井 清久  大下ふみ代  松田 正信 



冨岡  淳  小谷ゆり子  谷口美樹男  田中 春美  山本  淳 

太下 節雄  岡井 政広  岡田 広美 

 

弥栄町学校再配置検討分科弥栄町学校再配置検討分科弥栄町学校再配置検討分科弥栄町学校再配置検討分科会委員会委員会委員会委員（～20 年 11 月 21 日） 

小谷 正明  辻村 典昭  坪倉 伴子  藤原 信雄  上田  稔 

青木美紀子  吉岡 伸介  吉澤あけみ  形山 恭子  辻  正一 

奥田真由美  藤原 光晃  大江 秀和  大江 信昭  平林 洋二 

城下 克明  宇野亜津子 

 

久美浜町学校再配置検討分科久美浜町学校再配置検討分科久美浜町学校再配置検討分科久美浜町学校再配置検討分科会委員会委員会委員会委員（～20 年 11 月 21 日） 

袖長 広之  太田 博行  沼倉 惠子  白岩利一郎  森本 秀子 

西村 寿敬  小森 英志  小國 弘美  野村 博史  一ノ尾敏明 

前田  徹  白岩 順子  平林 克也  小森 智子  的場 良一 

安達 靖彦  西垣とも子  安川 郁夫  中川  貢  岡田 弘志 

辻  律子  宮本 淳男  平林 隆一  鈴木 房子  西山 茂門 

前田美和子  野村 好範    

    

社会教育社会教育社会教育社会教育委員委員委員委員（～22 年 3 月 31 日）    

平井  猛  垣田 忠男  本城 昌彦  田村美由紀  中矢 敏郎 

引野 留子  谷  良夫  戸石 育代  安達 良史  森  益美 

瀬尾 正義  岡  眞子  中山  一  平井 孝子  松田 正則 

 

体育指導委員体育指導委員体育指導委員体育指導委員（～22 年 3 月 31 日）    

近藤 浩司  田村 浩章  植垣 武彦  水口 義治  尾畑 與市 

松本とし子  岩城 宏之  荻野 隆志  菅生 祥子  山本 廣治 

番場 玉惠  堀  育夫  田中源一郎  野村 延弘  小谷 洋子 

田崎 仁志  掘 加代子  稲本美智子  石橋 益代  石岡 則弘 

吉岡  毅  坪倉  薫  工藤 広史  吉岡 和子  田茂井里美 

倉橋 成光  岡本 道晴  稲岡 錠二  今井たま美  山本 朋子 

坪倉 秋男  丸山 史郎  蒲田 繁廣  松本 健二  秋尾幸治郎 

戸根 早苗  柏原 英浩  奥田 晋子  岸田 隆之  道家 敏美 

西井 啓輔  大江 秀和  横島 博文  森野 和仁  小倉 政則 

谷口 範子  松本よし子  宇野須芳子  平林 靖生  尾上 竜一 

堂鼻 卓男  岡田 道彦  小幡 眞琴  梅本 稔博  井舎 正信 

山本 知樹  藤原久美子  井上  香 



スポスポスポスポーツーツーツーツ振興審議会委員振興審議会委員振興審議会委員振興審議会委員（～22 年 3 月 31 日）    

今西  仁  森山 幸枝  松本 博之  後藤 卓三  澤  孝行 

向井 利子  蒲田 繁廣  野木  武  冨田 信一  堀江ひとみ 

北垣 敬三  大門  隆 

 

図書館協議会委員図書館協議会委員図書館協議会委員図書館協議会委員（～22 年 3 月 31 日）    

小栗 徳宗  松下 美穂  田村美由紀  鈴木 祥子  坂口  正 

藤田 陽子  東 眞樹子  金久久仁子  鈴木久美子  岩崎 雅夫 

 

文化財保護審議会委員文化財保護審議会委員文化財保護審議会委員文化財保護審議会委員（～22 年 3 月 31 日）    

平井 久夫  富沢 孝雄  田中 光浩  今村 純訓  糸井秀太郎 

吉岡 英一  城下 圭介  吉江 俊昭  藤田 泰弘  足達礼三郎 

 

市史編市史編市史編市史編さんさんさんさん委員会委員委員会委員委員会委員委員会委員    

水本 邦彦  植村 善博  福永 伸哉  櫛木 謙周  上田 純一 

赤田 光男  関根 俊一  大場  修  糸井 通浩  平井 久夫 

西村  忍 

 

学校評議員学校評議員学校評議員学校評議員（～２1 年 3 月 31 日）    

峰山小学校    小松 慶三  近藤 浩司  高田 茂吉  粂山 和子 

         中山  力 

吉原小学校    上田 茂夫  田中 直子  上田 祐司  中西 敬一 

         馬渕 輝夫 

五箇小学校    田中  修  尾畑 與市  佐々木悦子  安田 和幸 

         田中 邦子 

新山小学校    松本 俊和  増田 明子  山﨑太公夫  安田  稔 

         池田 弘幸 

丹波小学校    藤原 宣生  松田喜久雄  井上 京子  番場 陽一 

         平井喜久乃 

長岡小学校    江浪 敏夫  久代 松生  清村千恵子  隅倉 良雄 

         矢野 幸美 

大宮第一小学校  田中 幸男  安久 吉則  吉岡 幸子  高杉 和男 

         野川 亜未 

大宮第二小学校  家原 大城  小牧 文麿  野村 雅子  大同 教照 

         大木 順子 



大宮第三小学校  糸井  錦  小谷 洋子  廣野 洋子  横田 悦子 

         由村 武憲 

網野北小学校   守山 倫明  山崎 敏宏  池部 雅則  稲本 裕治 

         平松 隆夫 

網野南小学校   山下 初乃  徳本 晃一  谷津 伸幸  小石原一正 

         兵藤 一子 

島津小学校    足達 和正  森  秀雄  松尾 庸介  濱岡 桂子 

         坪倉 睦男 

三津小学校    本田 浩也  稲岡 正五  末次 廣樹 

郷小学校     中村三喜男  引野  司  岸本 純子  久岡美也子 

橘小学校     文珠 清道  沖田 康彦  三木  静  井上 昌彦 

         塩田千代美 

豊栄小学校    今西陽一郎  野木  武  田中 恭子  東宇千津子 

         芳賀 裕治 

間人小学校    中江 義昭  東  美好  谷  良夫  宇都 弘子 

         久保 祐一 

竹野小学校    長門 英樹  野木 洋子  久下 勝也  義村 義明 

         溝尻恵美子 

宇川小学校    荻  勝郎  山口 洋子  松田 正信  冨田  淳 

吉野小学校    坪倉 伴子  藤村 政良  辻村 典昭  田中 壽美 

         今西 俊明 

溝谷小学校    神村 範行  松村 和美  安達 直樹  坂根 昌幸 

鳥取小学校    坪倉 幸治  池邉 裕美  形山 恭子  植野 芳章 

         川戸 一生 

黒部小学校    田宮  稔  平田 貫治  紀平 孝枝  今井 清隆 

         藤原 光晃 

野間小学校    民谷 勝征  山崎 伸悟  杉本 優子 

久美浜小学校   藤田 周三  田中 康裕  沼倉 恵子  木村 嘉充 

         山根登美子 

川上小学校    森内 正夫  上田  勝  川原 哲子  今井 正吉 

         川戸 義行 

海部小学校    辻  秀幸  友松美八子  野村 博史  岡田 一彦 

         西田 晴子 

佐濃小学校    奥田美耶子  井上 俊文  瀬尾  求  平岡真由美 

         北尻 幸彦 



田村小学校    一ノ尾敏明  服部  昇  渋谷 直隆  長砂 廣一郎 

         白岩 順子 

神野小学校    増田千代子  岸本 久雄  泉  美晴  的場 良一 

         平林 順一 

湊小学校     後藤 久和  安川 郁夫  和田 正直  和田智惠子 

         濱崎 祐助 

峰山中学校    赤岩 真澄  金田 琮仁  北尻ゆかり  金子  実 

         矢谷  稔 

大宮中学校    大木 満和  本城 昌彦  荒田 ケイ  高野  宏 

         小池 美鈴 

網野中学校    福島 健智  澤  幸信  藤村 益弘  野村 道昭 

         松本 早苗 

橘中学校     髙田 昭彦  福尾 昌信  石井美穂子  吉岡 慶子 

         浅田 茂幸 

間人中学校    森口 茂樹  吉岡勝一郎  小谷 和彦  給田はる美 

         田中 晴美 

宇川中学校    吉岡美紀子  松本  淳  太下 節雄  岡井 政広 

弥栄中学校    梅田 茂昭  藤原 次江  吉田 真也  藤原 信一 

         城下 克明 

久美浜中学校   和田 誠豪  安達 栄子  辻 小百合  小林 憲彦 

         田中 裕子 

高龍中学校    小森 哲朗  村山 正史  澤谷なるみ  山形 能郎 

         野村 好範 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年度 

京京京京    丹丹丹丹    後後後後    市市市市    のののの    教教教教    育育育育    

（内容現在 平成 20 年 4 月から平成 21 年 3 月まで） 
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