
（敬称略）

【 副会長 】　

機関・団体名及び役職 新任者 前任者

長野県議会議長 丸山　栄一 宮本　衡司

太田　寛

小岩　正貴

長野県教育委員会教育長 内堀　繁利 原山　隆一

【 常任委員 】　

機関・団体名及び役職 新任者 前任者

長野県議会副議長　　 髙島　陽子 清水　純子

長野県議会県民文化健康福祉委員会委員長　　 花岡　賢一 髙島　陽子

長野県議会環境文教委員会委員長　　 寺沢　功希 中川　博司

長野県市議会議長会会長 芝山　稔 小泉　栄正

長野県町村議会議長会会長 渡邉　光 下平　豊久

長野県産業政策監 伊藤　一紀 林　宏行

長野県危機管理部長 前沢　直隆 中村　宏平

長野県企画振興部長 清水　裕之 伊藤　一紀

長野県県民文化部長 山田　明子 中坪　成海

長野県林務部長 吉沢　正 井出　英治

長野県建設部長 田中　衛 田下　昌志

長野県警察本部長 小山　巌 安田　浩己

長野県スポーツ推進審議会会長 岩間　英明 -

公益財団法人長野県スポーツ協会副会長 桑原　俊樹 小林　武広

長野県小学校長会会長 高野　直樹 志川　真一

長野県中学校長会会長 北村　康彦 山口　真一

長野県高等学校長会会長 駒瀬　隆 塩野　英雄

長野県特別支援学校校長会 土井田　知広 片桐　義章

長野県中学校体育連盟会長 齋藤　毅 齊藤　博

長野県高等学校体育連盟会長 桑原　俊樹 小林　武広

国立大学法人信州大学学長 中村　宗一郎 濱田　州博

東日本旅客鉄道株式会社執行役員長野支社長 松橋　賢一 加藤　修

役員、委員等の変更
　役員、委員等の変更については次のとおりであるので、第82回国民スポーツ大会・第27回全国
障害者スポーツ大会長野県準備委員会会則第８条第３項の規定に基づき報告する。

長野県副知事 関　昇一郎

第６回総会 報告事項１



【 委 員 】　

機関・団体名及び役職 新任者 前任者

長野県議会県民文化健康福祉委員会副委員長　　 丸茂　岳人 竹花　美幸

長野県議会環境文教委員会副委員長　　 竹花　美幸 竹内　正美

長野市長 荻原　健司 加藤　久雄

安曇野市長 太田　寛 宮澤　宗弘

王滝村 越原　道廣 瀬戸　普

麻績村長 塚原　勝幸 高野　忠房

筑北村長 太田　守彦 関川　芳男

国土交通省北陸信越運輸局長野運輸支局長 吉澤　實敏 神田　実

長野地方気象台長 竹村　正弘 清水　直幸

国土交通省関東地方整備局長野国道事務所長 小澤　知幸 永江　浩一郎

国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所長 大口　鉄雄 今井　浩策

陸上自衛隊松本駐屯地司令 鏡森　直樹 伊藤　裕一

長野県公営企業管理者 - 小林　透

長野県企業局長 須藤　俊一 -

長野県議会事務局長 村松　敏伸 小山　聡

長野県上田地域振興局長 柳沢　由里 永原　龍一

長野県諏訪地域振興局長 宮原　渉 小山　靖

長野県北アルプス地域振興局長 早川　恵利 滝沢　弘

長野県長野地域振興局長 中坪　成海 吉沢　正

長野県東京事務所長 中村　宏平 小野沢　弘夫

長野県ボクシング連盟会長 奥原　亨 野口　尚宏

一般社団法人長野県バスケットボール協会会長 夏目　敏 荒井　邦夫

長野県バドミントン協会会長 荒井　和人 山浦　和男

長野県ゲートボール連盟会長 和田　昌朝 平林　操

長野県トライアスロン協会会長 田中　新一 林　貞治

長野県グラウンド・ゴルフ協会会長 富澤　俊雄 間柄　順三郎

長野パラ陸協会長 小林　春次郎 小林　和久

長野県看護大学学長 大塚　眞理子 北山　秋雄

学校法人長野家政学園長野女子短期大学学長 小林　経明 小林　健雄

学校法人豊南学園信州豊南短期大学学長 上田　渡 森本　健一

独立行政法人国立高等専門学校機構長野工業高等専門学校校長 江﨑　尚和 土居　信数

公益社団法人日本青年会議所北陸信越地区長野ブロック協議会会長 山下　浩史 堀内　和彦

一般社団法人長野県銀行協会会長 松下　正樹 湯本　昭一

西日本旅客鉄道株式会社金沢支社理事金沢支社長 漆原　健 前田　洋明



機関・団体名及び役職 新任者 前任者

株式会社フジドリームエアラインズ松本営業支店長兼松本空港支店長 川元　真也 臼井　久美子

中日本高速道路株式会社八王子支社長 荒井　靖博 湯川　保之

中部電力パワーグリッド株式会社長野支社長 山下　貴司 伊藤　令

一般社団法人長野県医師会会長 竹重　王仁 関　隆教

長野県高等学校ＰＴＡ連合会会長 宮原　秀敏 丸山　順平

日本ボーイスカウト長野県連盟理事長 花岡　浩司 出田　行徳

一般社団法人ガールスカウト長野県連盟連盟長 岡田　敦子 永草　久美

社会福祉法人長野県聴覚障害者協会理事長 塚田　文明 松原　武

長野県公民館運営協議会会長 山田　賢一 柏澤　由紀一

【 顧問 】

機関・団体名及び役職 新任者 前任者

衆議院議員 若林　健太 -

衆議院議員 神津　たけし -

衆議院議員 中川　宏昌 -

衆議院議員 - 太田　昌孝

【 参 与 】

機関・団体名及び役職 新任者 前任者

長野県議会県民文化健康福祉委員会委員 酒井　茂 平野　成基

長野県議会県民文化健康福祉委員会委員 山田　英喜 依田　明善

長野県議会県民文化健康福祉委員会委員 - 宮下　克彦

長野県議会県民文化健康福祉委員会委員 小島　康晴 小林　東一郎

長野県議会県民文化健康福祉委員会委員 小池　久長 諏訪　光昭

長野県議会県民文化健康福祉委員会委員 山口　典久 両角　友成

長野県議会環境文教委員会委員 清沢　英男 石和　大

長野県議会環境文教委員会委員 山岸　喜昭 大畑　俊隆

長野県議会環境文教委員会委員 埋橋　茂人 望月　義寿

長野県議会環境文教委員会委員 諏訪　光昭 加藤　康治

長野県議会環境文教委員会委員 和田　明子 清水　正康

長野県議会環境文教委員会委員 百瀬　智之 毛利　栄子

朝日新聞社長野総局長 清水　敬久 石川　幸夫

中日新聞社長野支局長 田畑　皆彦 石川　浩

時事通信社長野支局長 樋口　卓也 岩下　浩明

日本放送協会長野放送局長 橘高　智美 春原　雄策


