
役職名 部　会 氏　名 行政区 備　考

1 会　 長 峰   　克司 桐松区 元区長

2 副会長 事業運営担当 谷　   一美 東区 商工会

3 副会長 事業運営担当 上西　一嗣 西区 地域防災環境部長

4 副会長 事業運営担当 上西　久善 北区 地域福祉部長

5 副会長 事業運営担当 相宗　英明 桐松区 市少年補導委員会

6 副会長 事業運営担当 平井　哲二 緑ヶ丘区 学区長

7 事務局長
会計【兼務】

角島　啓一 中山区 地域支えあい推進員

8 事務局 水本　久和 中山区 区長

9 広　報 谷　　 保彦 西区 まちづくりセンター長

10 谷口　英俊 東区 区長

11 植西　德雄 西区 　々　

12 木田　太一 南区 　々　

13 伊藤　浩志 北区 　々　

【前出】 水本　久和 中山区 　々

【前出】 平井　哲二 緑ヶ丘区 　々

14 畑山　茂美 大谷区 　々

15 中村　一夫 桐松区 　々　

16 【１６名】 手島　英治 堂の城区 　々

17 喜多　正明 東区 役職名 部　会 氏　名 行政区 備　考

18 山中　芳之 西区 53 部　長 山中　基彰 北区

19 山中　武男 南区 54 副部長 田中　修治 緑ヶ丘区

20 山北　　 平 北区 55 副部長 林　 　和広 西区

21 筧　　 二朗 中山区 56 藤川　裕樹 東区

22 山田　　 進 緑ヶ丘区 57 和田幸二郎 東区

23 細居　禎浩 大谷区 58 上西　宗太 西区

24 谷口　弘司 桐松区 59 上西　仲和 南区

25 【９名】 日比　　 覚 堂の城区 60 岩崎　建造 南区

26 稲森　 　勇 中山区 元福祉部長 61 谷村　一成 北区

27 【２名】 谷口　正和 南区 元副会長 62 喜多　昭文 中山区

63 岡田　広和 中山区

役職名 部　会 氏　名 行政区 備　考 64 橋本　政幸 緑ヶ丘区

部　長 【前出】 上西　久善 北区 元区長 65 野内　　修 緑ヶ丘区

28 服部　照代 北区 民生児童委員
下田学区長

66 山中　智之 大谷区

29 池崎 　　正 中山区 民生児童委員
下田副学区長

67 上浦　信一 大谷区

30 喜多　奈々 緑ヶ丘区 下田学区
主任児童委員

68 吉岡　 　勝 桐松区

31 金田　　登 東区 69 高田　崇治 桐松区

32 植西日佐一 西区 70 福岡　伸和 堂の城区

33 谷　　　　忠 南区 71 【１９名】 松尾　吉城 堂の城区

34 吉田　　等 北区

35 中野　　稔 中山区 部長 【前出】 上西　一嗣 西区 小学校運営協議会理事

36 尾下　紘平 緑ヶ丘区 72 山中　　 工 東区

37 佐々木　祥 大谷区 73 植西　正寿 西区

38 藤井　駿也 桐松区 74 喜多　輝美 南区

39 【１３名】 柳原　龍一 堂の城区 75 木田　仁久 北区

76 福岡　　 豪 中山区

40 部　長 上西　秀明 東区 77 山中喜代一 緑ヶ丘区

41 副部長 東川　勝彦 堂の城区 78 石田　　 保 大谷区

42 片岡　幸一 大谷区 79 中原　清秀 桐松区

43 井上　二郎 東区 学区外転居の為
　　　脱　　会

80 武久　明浩 堂の城区

44 山田　 　誠 東区 81 【１１名】 北島　聖二 緑ヶ丘区 湖南市消防第３副分団長

45 久保　郁子 東区

46 谷口　繁弥 西区 【前出】 峰　 　克司

47 植西　　正 南区 【前出】 谷　 　一美

48 星野　真介 北区 【前出】 上西　一嗣

【前出】 中野　　稔 中山区 【前出】 上西　久善

49 荒木美和子 緑ヶ丘区 【前出】 相宗　英明

50 安達　忠明 大谷区 【前出】 平井　哲二

51 山元　康太 桐松区 【前出】 畑山　茂美

52 【1４名】 吉鶴　松吉 堂の城区 【前出】 角島　啓一

※ 個人情報につきコピー配布は禁止。
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