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各種委員名簿 

（敬称略） 

（ ）は任期 

社会教育委員（～R2 年 3 月 31 日） 

 中西 和政 菅生 祥子 本城 昌彦 堀 さきみ 山田 英雄 

 野村三重子 増田 秀生 中江 榮子 藤原 繁和 折戸 弘子 

 友松 尚文 岡  眞子 齊藤由美子 杉本  智 日野 竹夫 

 

奨学金選考・検討委員会委員（～R2 年 6 月 30 日） 

 井上  琢 岡田 茂子 向井 聡子 田中 順一 藤原 晃史 

 川戸  剛 上畑 清治 長島 雅彦 大村 孝志 平野 正樹 

 

スポーツ推進審議会委員（～R2 年 5 月 6 日） 

 長尾 國顯 荒田 義之 小石原正志 田﨑 仁志 足立 俊治 

 正田 絢子 今井みどり 川口 勝彦 安井 國士 奥田  薫 

 山副 雅彦 田辺 健二    

 

図書館協議会委員（～R2 年 5 月 5 日） 

 増田 明子 古橋 克彦 松岡 豊美  東 恵美子 下岡 道代 

 村上 弘樹 味田 佳子 安達 善則 関  美幸 川戸智司行 

 

文化財保護審議会委員（～R2 年 3 月 31 日） 

 田中 光浩 尾﨑 容樹 水口 政弘 畑中 順二 澤  吉博 

 松尾 秀行 吉江 俊昭 藤田 泰弘 足達礼三郎 芝野 吉実 

 

学校評議員（～R2 年 3 月 31 日） 

 峰山こども園 中村八寿子 金森 壽子 嶋田 圭悟  

 大宮こども園 養父 一謙 糸井めぐみ 由利慎太郎  

 網野こども園 梅田津也子 川戸 卓也 野村三重子 山副 隆司 

 丹後こども園 泉  利幸 戸石 育代 川戸 茂輝  

 弥栄こども園 平林かよ子 吉岡ますみ 今西 隆介  

 かぶと山こども園 和田 直子 尾﨑 厚子 能㔟 大輔  

 峰山小学校 藤本  勇 山本 一之 中村 治之 田﨑 敬章 

  森  子    

 いさなご小学校 上田 茂夫 指田  竜 堂田 孝二 松本 隆子 

  岡井 啓子    
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 しんざん小学校 服部  忍 村岡 昭生 藤村 英行 米澤千佳子 

 長岡小学校 藤原 秀喜 吉岡 雅広 江浪 敏夫 嶋田美知子 

 大宮第一小学校 田中 幸男 髙杉 和男 吉岡 幸子 髙橋 尚義 

 大宮南小学校 小谷 千弘 吉田ひさ子 森岡  桂 大同 教照 

  中川 光春    

 網野北小学校 松下 裕二 吉田 信也 嵯峨根芳明 足立 俊治 

  緒方 朋美    

 網野南小学校 谷口 邦夫 松本 一 岸本百合子 西川 康一 

  野村 伸介    

 島津小学校 城下 佳郎 松尾 秀行 村尾 秀宏 澤   実 

 橘小学校 杉本 洋子 堀  正実 梅田加寿子 高田 博史 

  髙田  学    

 丹後小学校 藤江 範之 岡﨑 浩和 渡邉富二子 増田 秀生 

  畑中 敏春    

 宇川小学校 松井 千鶴 太田 幸子 岡喜久治郎  

 吉野小学校 藤村 政良 今西 昭夫 赤松  栄 森  益美 

 弥栄小学校 森野 貴之 金久 和幸 平林冨美恵 赤松まゆみ 

 久美浜小学校 友松 祐也 中川 享一 山口 美紀 谷口  潔 

  泉  久男    

 高龍小学校 小西 康徳 土出 政信 西  宣政 辻  敦子 

  田中 直之    

 かぶと山小学校 服部  昇 大島 俊之 和田 直子 豊浦 武男 

 峰山中学校 小野 高博 尾上 哲也 荻野 秀行 田中賀津男 

  安田 和世    

 大宮中学校 松田 晃弘 城下 和詞 髙橋 尚義 堀  正人 

  安積  功    

 網野中学校 青木 智彦 田中 英一 山下 恭弘 森  政博 

  河田 芳孝    

 丹後中学校 下岡啓二郎 平井 雅子 藤原 達朗 下田 好之 

  戸石 育代    

 弥栄中学校 城下 克明 影井 健司 井上 悟志 室田田津子 

  行待 郁代    

 久美浜中学校 小西 康徳 清水 義夫 奥垣由美子 和田 直子 

  川端 秀紀    

 

いじめ防止対策等専門委員会委員（～R2 年 9 月 4 日） 

 神子 貴士 柴田 長生 竹村 洋子 竺沙 知章 藤原 大輔 
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スクールガードリーダー（～R2 年 3 月 31 日） 

 藤原 正見 上畑 清治 山内 孝史 小長谷新二 武藤 哲也 

 

小中一貫教育研究推進協議会委員（～R3 年 6 月 30 日） 

 竺沙 知章 岸田 薫子 後藤 幸雄 小森 教正 太田真理子 

 渡利 秀子 近藤美佐枝 竹本  茂 久保 有紀 森野 良一 

 藤原 哲也 横島 勝則 上田 隆嗣   

※役職交代により任期途中の退任、就任もあります 

 

子ども未来まちづくり審議会委員（～R2 年 1 月 15 日） 

 戸石 育代 福木 和子 岩渕 祐子 味田 佳子 小幡 慶輔 

 田﨑 仁志 尾  厚子 上羽 麻衣 中村八寿子 片西  登 

※役職交代により任期途中の退任、就任もあります 

 

スポーツ推進委員（～R2 年 3 月 31 日） 

 近藤 浩司 松本とし子 日下部 修 今西 信彰 門中 芳子 

 木本 昌宏 多賀野隆憲 河田 涼人 日下部真吾 松本 成生 

 田﨑 仁志 稲本美智子 小谷 洋子 田中源一郎 堀 加代子 

 石橋 益代 西馬 靖久 尾畑  逸 上垣  恵 吉岡 和子 

 倉橋 成光 稲岡 錠二 山本 朋子 坪倉 京子 今井 宏和 

 森   譲 森 ゆかり 奥田  治 尾江 孝行 松本 健二 

 永井 友昭 川戸 茂輝 大村 貴志 角江 敏則 吉岡 裕子 

 田中 朝子 大江 昌美 藤江 範之 西井 啓輔 由良 清美 

 藤原 重光 梅田 昌利 形山 豊和 堀江  学 島貫 雄介 

 中村 智朗 山﨑はま子 日下部高志 小谷健太郎 岸本 孝之 

 田中 良隆 増田 寛之    

 

京丹後市史跡整備検討委員会委員（～R3 年 6 月 30 日） 

 三浦  到 杉原 和雄 岸本 直文 高瀬 要一 沖佐々木義久 

 小森 理一 吉野 文夫 宇野 貞夫 藤田 泰弘 澤  吉博 

 横島 勝則 増田 庄吾    

※役職交代により任期途中の退任もあります 
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