
【 準備委員会委員 】　298名 （常任委員会委員長◎　副委員長○　委員◇）

機関・団体名及び役職 氏　名
常任委員会
委　員

会長 長野県知事 阿部　守一 ◎

副会長 県議会 長野県議会議長 鈴木　清 ○

県 長野県副知事 太田　寛 ○

長野県副知事 中島　恵理 ○

長野県教育委員会教育長 原山　隆一 ○

スポーツ 公益財団法人長野県体育協会理事長 林　泰章 ○

団体 公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会理事長 三村　一郎 ○

市町村 長野県市長会会長 小口　利幸 ○

長野県町村会会長 藤原　忠彦 ○

委員 県議会 長野県議会副議長　　 小林　東一郎 ◇

長野県議会県民文化健康福祉委員会委員長　　 丸山　栄一 ◇

　　　　　　　〃　　　　　　　　副委員長　　 埋橋　茂人

長野県議会文教企業委員会委員長　　 小池　久長 ◇

　　　　　　〃　　　　　副委員長　　 山口　典久

市町村 長野県市議会議長会会長 小林　治晴 ◇

長野県町村議会議長会会長 久保田　三代 ◇

長野県市町村教育委員会連絡協議会会長 坂口　昌夫 ◇

長野市長 加藤　久雄　

松本市長 菅谷　昭

上田市長 土屋　陽一

岡谷市長 今井　竜五

飯田市長 牧野　光朗

諏訪市長 金子　ゆかり

須坂市長 三木　正夫

小諸市長 小泉　俊博

伊那市長 白鳥　孝

駒ケ根市長 杉本　幸治

中野市長 池田　茂

大町市長 牛越　徹

飯山市長 足立　正則 

茅野市長 柳平　千代一

塩尻市長 小口　利幸

佐久市長 栁田　清二

千曲市長 岡田　昭雄

東御市長 花岡　利夫

安曇野市長 宮澤　宗弘

小海町長 黒澤　弘

佐久穂町長 佐々木　勝

川上村長 藤原　忠彦

南牧村長 大村　公之助

南相木村長 中島　則保

北相木村長 井出　髙明

軽井沢町長 藤巻　進

御代田町長 茂木　祐司

立科町長 米村　匡人

長和町長 羽田　健一郎

青木村長 北村　政夫

下諏訪町長 青木　悟

富士見町長 名取　重治

原村長 五味　武雄

辰野町長 武居　保男

箕輪町長 白鳥　政徳

第82回国民体育大会・第27回全国障害者スポーツ大会
長野県準備委員会　委員名簿

区分



機関・団体名及び役職 氏　名
常任委員会
委　員

委員 市町村 飯島町長 下平　洋一

南箕輪村長 唐木　一直

中川村長 宮下　健彦

宮田村長 小田切　康彦

松川町長 深津　徹

高森町長 壬生　照玄

阿南町長 勝野　一成

阿智村長 熊谷　秀樹

平谷村長 小池　正充

根羽村長 大久保　憲一

下條村長 金田　憲治

売木村長 清水　秀樹

天龍村長 永嶺　誠一

泰阜村長 横前　明

喬木村長 市瀬　直史

豊丘村長 下平　喜隆

大鹿村長 柳島　貞康

上松町長 大屋　誠

南木曽町長 向井　裕明

木曽町長 原　久仁男

木祖村長 唐澤　一寛

王滝村長 瀬戸　普

大桑村長 貴舟　豊

麻績村長 高野　忠房 

生坂村長 藤澤　泰彦

山形村長 本庄　利昭

朝日村長 中村　武雄

筑北村長 関川　芳男

池田町長 甕　聖章

松川村長 平林　明人

白馬村長 下川　正剛

小谷村長 松本  久志 

坂城町長 山村　弘

小布施町長 市村　良三

高山村長 内山　信行

山ノ内町長 竹節　義孝

木島平村長 日䑓　正博

野沢温泉村長 富井　俊雄

信濃町長 横川　正知

飯綱町長 峯村　勝盛

小川村長 染野　隆嗣

栄村長 森川　浩市

国 国土交通省北陸信越運輸局長野運輸支局長 高山　和良

長野地方気象台長 内藤　宏人

国土交通省関東地方整備局長野国道事務所長 塩谷　正広

国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所長 尾出　清

陸上自衛隊松本駐屯地司令 岩原　傑

県 長野県危機管理監兼危機管理部長 池田　秀幸 ◇

長野県企画振興部長 小岩　正貴 ◇

長野県総務部長 関　昇一郎 ◇

長野県県民文化部長 角田　道夫 ◇

長野県健康福祉部長 大月　良則 ◇

長野県環境部長 高田　真由美 ◇

長野県産業政策監兼産業労働部長 内田　雅啓 ◇

長野県観光部長 熊谷　晃 ◇

長野県農政部長 山本　智章 ◇

区分



機関・団体名及び役職 氏　名
常任委員会
委　員

委員 県 長野県林務部長 山﨑　明 ◇

長野県建設部長 長谷川　朋弘 ◇

長野県警察本部長 内藤　浩文 ◇

長野県公営企業管理者 小林　透

長野県議会事務局長 吉沢　久

佐久地域振興局長 井出　英治

上田地域振興局長 佐藤　則之

諏訪地域振興局長 酒井　裕子

上伊那地域振興局長 堀田　文雄

南信州地域振興局長 土屋　智則

木曽地域振興局長 増田　隆志

松本地域振興局長 小野　浩美

北アルプス地域振興局長 中村　正人

長野地域振興局長 吉澤　猛

北信地域振興局長 藤澤　幸男

長野県東京事務所長 吉沢　正

スポーツ 長野県議会スポーツ振興議員連盟会長　　 萩原　清

団体 長野県議会スポーツ振興議員連盟副会長　 古田　芙士

　　　　　　〃 下沢　順一郎

　　　　　　〃 小林　伸陽

　　　　　　〃 諏訪　光昭

長野県スポーツ推進審議会会長 未　定 ◇

公益財団法人長野県体育協会副会長　 小坂　壮太郎 ◇

　　　　　　〃 児玉　幹夫 ◇

　　　　　　〃 萩原　清 ◇

　　　　　　〃 林　泰章 ◇

　　　　　　〃 北村　桂一 ◇

長野県レクリエーション協会会長 竹中　雅幸 ◇

公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会副理事長 奥原　明男 ◇

長野県スポーツ少年団本部長 柴　満喜夫 ◇

長野県スポーツ推進委員協議会会長 松井　元 ◇

長野県総合型クラブ連絡協議会会長 柳見澤　宏 ◇

長野体育学会会長 内山　了治

長野県スケート連盟会長                       加藤　邦人

長野県アイスホッケー連盟会長 宮下　富夫

公益財団法人長野県スキー連盟会長 北野　貴裕

長野県水泳連盟会長 小坂　壮太郎

長野県ボート協会会長 青木　悟

長野県セーリング連盟会長 横山　真

長野県カヌー協会会長 熊谷　元尋

一般財団法人長野陸上競技協会会長 萩原　清

一般社団法人長野県サッカー協会会長 松田　正己

長野県テニス協会会長 吉澤  之榮

長野県ホッケー協会会長 佐々木　祥二

長野県ボクシング連盟会長 黒澤　一也

一般財団法人長野県バレーボール協会会長 船木　正也

長野県体操協会会長 立野　弘

一般社団法人長野県バスケットボール協会会長 荒井　邦夫

長野県レスリング協会会長 小林　哲夫

長野県ウエイトリフティング協会会長 飯島　久雄

長野県ハンドボール協会会長 青木　崇

長野県自転車競技連盟会長 耳塚　喜門

長野県ソフトテニス連盟会長 吉田　博美

長野県卓球連盟会長 小松　裕

長野県軟式野球連盟会長 赤尾　正雄

長野県相撲連盟会長 村上　淳

区分



機関・団体名及び役職 氏　名
常任委員会
委　員

委員 スポーツ 長野県馬術連盟会長 西澤　一幸

団体 長野県フェンシング協会会長 白鳥　政徳

長野県柔道連盟会長 木内　義雄

長野県ソフトボール協会会長 白鳥　孝

長野県バドミントン協会会長 平林　良治

長野県弓道連盟会長 外薗　公毅

長野県ライフル射撃協会会長 百瀬　公基

一般財団法人長野県剣道連盟会長 加瀬　浩明

一般社団法人長野県ラグビーフットボール協会会長 吉田　博美

長野県山岳協会会長 唐木　真澄

長野県アーチェリー協会会長 古田　芙士

長野県銃剣道連盟会長 本郷　一彦

特定非営利活動法人長野県クレー射撃協会理事長兼会長 布野　兼一

長野県なぎなた連盟会長 佐藤　浩市

長野県空手道連盟会長 稲葉　恒幸

長野県ボウリング連盟会長 上條　義光

長野県綱引連盟会長 竹内　重雄

長野県ゲートボール連盟会長 平林　操

長野県バウンドテニス協会会長 後藤　秀作

特定非営利活動法人長野県武術太極拳連盟会長 桜井　啓司

長野県トライアスロン協会会長 北島　義仁

長野県ゴルフ協会会長 小坂　壮太郎

長野県エアロビック連盟会長 本郷　一彦

長野県パワーリフティング協会会長 池上　健

長野県グラウンド・ゴルフ協会会長 犬飼　一雄

長野車椅子バスケットボール協会会長 奥原　明男

長野県ＦＩＤバスケットボール連盟会長 宮本　憲一

長野県障害者アーチェリー協会会長 比田井　隆

長野県パラ水泳協会会長 前田　大介

長野県障害者フライングディスク協会会長 髙久　義行

長野県身体障害者卓球協会会長 根津　雅英

長野パラ陸協会長 小林　和久

長野県精神障がい者スポーツ推進協議会会長 渡辺　啓一

長野県障がい者スポーツ指導者協議会会長 鈴木　文雄

長野県ボッチャ協会代表 高野　仁美

公益社団法人スペシャルオリンピックス日本・長野理事長 伊澤　喜久子

長野フットベースボールクラブ安曇野レッズ代表 中平　考

株式会社松本山雅代表取締役社長 神田　文之

株式会社長野パルセイロ・アスレチッククラブ代表取締役社長 堀江　三定

株式会社長野県民球団代表取締役社長 竹内　羊一

株式会社信州スポーツスピリット代表取締役社長 片貝　雅彦

株式会社ＶＣ長野クリエイトスポーツ代表取締役 笹川　星哉

学校 長野県小学校長会会長 神津　長生 ◇

長野県中学校長会会長 塩野入　幸隆 ◇

長野県高等学校長会会長 今井　義明 ◇

長野県特別支援学校校長会会長 矢野口　仁 ◇

長野県私立中学高等学校協会会長 桜井　達雄 ◇

長野県中学校体育連盟会長 佐藤　厚彦 ◇

長野県高等学校体育連盟会長 北村　桂一 ◇

一般財団法人長野県高等学校野球連盟会長 山﨑　宏

長野県看護大学学長 北山　秋雄

国立大学法人信州大学学長 濱田　州博 ◇

公立大学法人長野県立大学学長 金田一 真澄

公立大学法人長野大学学長 中村　英三

学校法人松本歯科大学学長 川原　一祐

公立大学法人公立諏訪東京理科大学学長 河村　洋

区分



機関・団体名及び役職 氏　名
常任委員会
委　員

委員 学校 学校法人松商学園松本大学学長 住吉  廣行

学校法人清泉女学院清泉女学院大学･短期大学学長 芝山　豊

学校法人佐久学園佐久大学学長 堀内　ふき

学校法人四徳学園長野保健医療大学学長 岩谷　力

学校法人高松学園飯田女子短期大学学長 高松　彰充

学校法人長野家政学園長野女子短期大学学長 小宮山　直道

学校法人北野学園上田女子短期大学理事長・学長 小池　明

学校法人松本学園松本短期大学学長 木内　義勝

学校法人豊南学園信州豊南短期大学学長 森本　健一

一般社団法人長野県専修学校各種学校連合会理事長 小林　勝彦

経済・産業 日本労働組合総連合会長野県連合会会長 中山　千弘

・輸送 一般社団法人長野県経営者協会会長 山浦　愛幸 ◇

長野県中小企業団体中央会会長代行 唐沢　政彦 ◇

一般社団法人長野県商工会議所連合会会長 北村　正博 ◇

長野県商工会連合会会長 柏木　昭憲 ◇

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 細田　隼平 ◇

一般社団法人長野県銀行協会会長 湯本　昭一

長野県信用金庫協会会長 原　徹爾

長野県信用組合協会会長 黒岩　清

長野県労働金庫理事長 小池　政和

長野県農業協同組合中央会会長 雨宮　勇

長野県森林組合連合会代表理事会長 藤原　忠彦

長野県漁業協同組合連合会代表理事会長 藤森　貫治

一般社団法人長野県建設業協会会長 木下　修

公益社団法人長野県バス協会会長 中島　一夫 ◇

一般社団法人長野県タクシー協会会長 滝川　哲也

公益社団法人長野県トラック協会会長 小池　長

しなの鉄道株式会社代表取締役社長 玉木　淳 

東日本旅客鉄道株式会社執行役員長野支社長 伊藤　悦郎 ◇

東海旅客鉄道株式会社東海鉄道事業本部長　 鈴木　広士

西日本旅客鉄道株式会社執行役員金沢支社長 前田　洋明

長野電鉄株式会社取締役社長 笠原　甲一

アルピコ交通株式会社代表取締役社長 三澤　洋一

上田電鉄株式会社代表取締役社長 今成　孝雄

株式会社フジドリームエアラインズ松本営業支店長 臼井　久美子

東日本高速道路株式会社関東支社長 髙橋　知道

中日本高速道路株式会社八王子支社長 野口　英正

中部電力株式会社執行役員長野支店長 澤栁　友之

東日本電信電話株式会社長野支店長 岩井　修

観光 一般社団法人長野県観光機構理事長 野原　莞爾 ◇

一般社団法人長野県旅行業協会代表理事 相馬　靖子

長野県旅館ホテル組合会会長 久保田　茂登

医療・衛生 長野県医師会会長 関　隆教 ◇

一般社団法人長野県歯科医師会会長 春日　司郎

一般社団法人長野県薬剤師会会長 日野　寛明

公益社団法人長野県看護協会会長 松本　あつ子

長野県日本体育協会公認スポーツドクター協議会会長 加藤　光朗

一般社団法人長野県食品衛生協会理事長 小池　義一

日本赤十字社長野県支部長 阿部　守一

一般社団法人長野県生活衛生同業組合連合会会長 宮下　憲治

公益社団法人長野県栄養士会会長 廣田　直子

一般社団法人長野県調理師会会長 湯本　忠仁

社会福祉 社会福祉法人長野県社会福祉協議会会長 腰原　愛正 ◇

一般社団法人長野県連合婦人会会長 中條　智子 ◇

長野県ＰＴＡ連合会会長 大島　修

長野県高等学校ＰＴＡ連合会会長 松下　妙子

区分



機関・団体名及び役職 氏　名
常任委員会
委　員

委員 社会福祉 日本ボーイスカウト長野県連盟理事長 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 鮎澤　美知

一般財団法人長野県老人クラブ連合会会長 池上　弘祥

一般社団法人長野県子ども会育成連合会会長 宮澤　淳治

社会福祉法人長野県身体障害者福祉協会理事長 小林　和夫

長野県手をつなぐ育成会会長 中村　彰

長野県肢体不自由児者父母の会連合会会長 浅井　茂

特定非営利活動法人長野県精神保健福祉会連合会理事長 草間　博

社会福祉法人長野県視覚障害者福祉協会理事長 中山　吉泰

社会福祉法人長野県聴覚障害者協会理事長 井出　萬成

一般社団法人長野県知的障がい福祉協会会長 宮下　智

長野県身体障害者施設協議会会長 佐藤　正雄

社会福祉法人長野県社会福祉事業団理事長 和田　恭良

公益財団法人長野県長寿社会開発センター理事長 内山　二郎

長野県公民館運営協議会会長 松本　文一

消防・警備 長野県消防長会会長 根岸　伸幸

公益財団法人長野県消防協会会長 古村　幹夫

公益社団法人長野県防犯協会連合会代表理事 牛越　徹

一般財団法人長野県交通安全協会代表理事 髙波　謙二

一般社団法人長野県警備業協会会長 竹花　長雅

文化 一般財団法人長野県文化振興事業団理事長 近藤　誠一

長野県高等学校文化連盟会長 根橋　悦子

区分



【 監 事 】　３名
機関・団体名及び役職 氏　名

監事 長野県会計管理者兼会計局長 塩谷　幸隆　
長野県市長会事務局長 青木　弘
長野県町村会事務局長 下里　啓介

【 顧 問 】　13名
機関・団体名及び役職 氏　名

顧問 衆議院議員 篠原　孝
　　〃 下条　みつ
　　〃 井出　庸生
　　〃 後藤　茂之
　　〃 宮下　一郎
　　〃 務台　俊介
　　〃 太田　昌孝
参議院議員 吉田　博美
　　〃 羽田　雄一郎
　　〃 杉尾　秀哉
　　〃 平木　大作
　　〃 宮島　喜文
　　〃 武田　良介

【 参 与 】　31名
機関・団体名及び役職 氏　名

参与 長野県議会県民文化健康福祉委員会委員 平野　成基
　　　　　　〃 髙橋　岑俊
　　　　　　〃 浜　章吉
　　　　　　〃 竹内　久幸
　　　　　　〃 小山　仁志 
　　　　　　〃 備前　光正
　　　　　　〃 両角　友成
長野県議会文教企業委員会委員 村石　正郎
　　　　　　〃 清沢　英男
　　　　　　〃 宮本　衡司
　　　　　　〃 寺沢　功希
　　　　　　〃 花岡　賢一
　　　　　　〃 村上　淳  
　　　　　　〃 髙島　陽子
信濃毎日新聞社代表取締役社長 小坂　壮太郎
読売新聞社長野支局長 三橋　信
朝日新聞社長野総局長 石川　幸夫
中日新聞社長野支局長 石川　浩
日本経済新聞社長野支局長 宮内　禎一
毎日新聞社長野支局長 長沢　英次
産経新聞社長野支局長 松本　浩史
株式会社市民タイムス代表取締役 新保　力
長野日報社長野支社長 宮坂　康弘
共同通信社長野支局長 山鹿　秀一
時事通信社長野支局長 阿部　正人
日本放送協会長野放送局長 土岐　健
信越放送株式会社代表取締役社長 渡辺　雅義
株式会社長野放送代表取締役社長 外山　衆司
株式会社テレビ信州代表取締役社長 盛　浩二
長野朝日放送株式会社代表取締役社長 土屋　英樹
長野エフエム放送株式会社代表取締役社長 石川　佳一

区分

区分

区分


