
※敬称略

No. 都道府県名 市町村名 部署名 役職名 氏名 備考

1 北海道 ニセコ町 町長 片山 健也

追加 遠野市 当日参加

2 雫石町 地域づくり推進課 主任 橘　  拓也 町長代理

3 代表理事 宮崎 道名

4 宮城県 事務局長 吉澤 武志

5 企画部 地域振興課 課長 鶴見 美由紀 市長代理

6 専門員 前田 哲佳

7 茨城県 龍ケ崎市 市長 中山 一生

8 東京都 チーム長 吉戸　　勝

9 市長 加藤 憲一 ブロック幹事

10 秘書室 秘書室長 齋藤 武志

11 市民部 地域政策課 課長 府川 悟志 代理出席

12 主事 廣田 周作

13 代表取締役 宮崎 道名

14 理事 大滝　　聡

15 事務局長・理事 斎藤 主悦

16 理事・事務局長 山賀 昌子

17 市長 花岡 利夫

18 総務部 秘書課 主査 山浦　  翔

19 氷見市 企画政策部 地域振興課 主任 坂下 洋昭 市長代理

20 市長 田中 幹夫 ブロック幹事

21 市長政策部 地方創生推進課 主幹・秘書係長 山田 智紀

22 七尾市 市民生活部 地域づくり支援課 主幹 寺田 能武 市長代理

23 白山市 市長 山田 憲昭

24 協働推進部 市民協働課 課長補佐 深川 幸子 市長代理

25 事務員見習 衣斐 七海

26 磐田市 自治市民部 地域づくり応援課 副主任保健師 伊藤 貴規 市長代理

27 薗田 欣也 個人会員

28 大府市 市長 岡村 秀人

29 高浜市 市長 吉岡 初浩

30 企画ダム対策課 移住定住推進室 室長  武川 哉巳 市長代理・ご欠席

31 主任主査  加藤 志歩 ご欠席

32 主事  澤田 瑛史 ご欠席

33 主事  入澤 貴哉 ご欠席

34 市長 竹上 真人

35 企画振興部 地域づくり連携課 課長 村林 由美子

36 桑名市 市長  伊藤 徳宇 ご欠席

37 市長 亀井 利克 副代表

38 地域環境部 部長 田中 明子

39 担当監 貝増 輝幸

40 亀山市 生活文化部 まちづくり協働課 主幹 原　  正一 市長代理

41 市長 岡本　  栄 参与

42 総務部 秘書課 課長 濱村　  昭

43 企画振興部 地域づくり推進課 主幹 伊藤 隆之

44 主査 中森 朋代

45 総務部 まちづくり協働課 課長補佐 久保 文裕 市長代理

46 主事 込山 舞子

47 京丹後市 市長公室 政策企画課 地域支援・定住対策監 川口 誠彦 市長代理

48 与謝野町 企画財政課 課長補佐 小谷 貴儀 町長代理

49 大阪府 大阪市 市民局区政支援室地域力担当（地域支援） 地域支援担当課長代理 玉岡 幸子

滋賀県 東近江市

京都府

静岡県
（磐田市職員）

愛知県

設楽町

三重県

松阪市

名張市

伊賀市

長野県 東御市

富山県
南砺市

石川県

岐阜県 関市

ランドブレイン株式会社 地方活性化グループ

神奈川県
小田原市

株式会社 カントリー・ラボ

新潟県

特定非営利法人 都岐沙羅パートナーズセンター

特定非営利活動法人まちづくり学校

小規模多機能自治推進ネットワーク会議　平成30年度総会出席者（結果）

特定非営利活動法人 点空社

一般社団法人筆甫地区振興連絡協議会

山形県 鶴岡市

岩手県



No. 都道府県名 市町村名 部署名 役職名 氏名 備考

50 尼崎市 ひと咲きまち咲き担当局 ひと咲き施策推進課 主事 阿山 恭正 市長代理

51 豊岡市 地域コミュニティ振興部 コミュニティ政策課 係長 神谷 謙二 市長代理

52 宝塚市 市民交流部きずなづくり室市民協働推進課 係長 岡田 弘志 市長代理

53 市長 西村 和平

54 ふるさと創造部 参事 高井 勝仁

55 養父市 市長 広瀬　　栄

56 市長 多次 勝昭 副代表

57 市長公室 総合政策課 課長 松本 昭浩

58 市長公室 秘書広報課 課長補佐 榧谷 進一

59 市長公室 総合政策課 地域協働係長 中嶋 大介

60 主査 髙階 進吾

61 奈良県 広陵町 企画部 企画政策課 課長 尾崎 充康 町長代理

62 和歌山県 橋本市 総合政策部 政策企画室 主任 壷井 宗隆

63 雲南市 市長 速水 雄一 代表

64 （所長） 吉山　　治 個人会員

65 高梁市 政策監 秘書広報課 課長補佐 奥田 敏行 市長代理

66 市長 池田 一二三

67 総務部 秘書広報課 課長 谷本 隆之

68 市長 武久 顕也

69 総合政策部 秘書広報課 主幹 澤谷 和代

70 市長 友實 武則

71 総合政策部 秘書企画課 副参事 西崎 雅彦

72 真庭市 市長  太田　　昇 ご欠席

73 高松市 市民政策局地域政策部 コミュニティ推進課 課長補佐 藤川 盛司 市長代理

74 三豊市 政策部 田園都市推進課 副主任 神原　  達 市長代理

75 市長 菅家 一夫

76 企画財務部 まちづくり推進課 主任 西村 吉仁

77 福岡県 宗像市 市民協働環境部 コミュニティ協働推進課 係長 田村 泰貴

78 佐賀県 嬉野市 市長 村上 大祐

79 市長 田上 富久 ブロック幹事

80 企画財政部 政策監 原田 宏子

81 企画財政部 地域コミュニティ推進室 係長 生駒 太一

82 市民生活部 コミュニティ・協働推進課 主査 永田 勇貴 市長代理

83 主査 北川 裕美子

84 市長 古川 隆三郎

85 市長公室 秘書人事課 主査 宮崎 真之介

86 対馬市 市長  比田勝 尚喜 ご欠席

87 五島市 地域振興部 地域協働課 課長補佐兼係長 樋口 貴彦 市長代理

88 熊本県 八代市 市民環境部 市民活動政策課 主査 濵田 照久 市長代理

89 企画振興部 まちづくり推進課 課長 髙野 新一 市長代理

90 主査 江田 政嗣

91 竹田市 市長 首藤 勝次

92 市長  永松　　悟 ご欠席

93 秘書広報課 課長 河野 正一

94 錦江町 未来づくり課 主査 川前　　亮 町長代理

95 事務局次長 柴山 良春

96 政策企画部 部長 佐藤　　満

97 政策企画部地域振興課 課長 板持 周治

98 主幹技師 山本 章平

99 主幹 大谷 吾郎

計 64 団体等 （50自治体、7団体、2個人）  99 名 92名

大分県

日田市

杵築市

鹿児島県
錦江町 まち・ひと・『MIRAI』創生協議会

事務局 雲南市

香川県

愛媛県 西予市

長崎県

長崎市

佐世保市

島原市

島根県
（島根県東京事務所）

岡山県

新見市

瀬戸内市

赤磐市

兵庫県

加西市

朝来市


