
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門部会の設置 
 

 

 

 

 

 

 

第１部会 基本目標１ 災害に強く、安全で安心な暮らしができるまち 

第２部会 
基本目標２ 

基本目標５ 

千曲っ子が元気に育つ、生涯学びのまち 

輝かしい歴史文化の伝承と、新たな文化を創造するまち 

第３部会 
基本目標３ 

基本目標７ 

支え合い、かかわり合い、だれもが健康に活躍するまち 

一人ひとりが輝く、協働で創るまち 

第４部会 基本目標４ 千曲の特色を磨き上げ、賑わいと活力あるまち 

第５部会 基本目標６ 未来に繋げる自然と共生するまち 
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千曲市総合計画審議会 専門部会の設置 

 

第１部会 【基本目標１】災害に強く、安全で安心な暮らしができるまち 

大硲 昭彦 千曲市復興計画策定委員 

坂口 方成 公募 

佐藤 基 千曲市棚田保全推進会議 

高野 郁子 千曲市復興計画策定委員 

 

 

第２部会 【基本目標２】千曲っ子が元気に育つ、生涯学びのまち 

【基本目標５】輝かしい歴史文化の伝承と、新たな文化を創造するまち 

伊藤 羊子 千曲市文化財保護審議会 

内田 宏明 公募 

老月 秀光 公募 

君島 一宇 公募 

峯村 怜子 千曲市子ども・子育て会議 

 

 

第３部会 【基本目標３】支え合い、かかわり合い、だれもが健康に活躍するまち 

【基本目標７】一人ひとりが輝く、協働で創るまち 

春日 俊秀 公募 

北島 朗子 第二次千曲市総合計画審議会委員 

桑原 悦子 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会 

堀内 貴志子 千曲商工会議所 

 

 

第４部会 【基本目標４】千曲の特色を磨き上げ、賑わいと活力あるまち 

秋葉 芳江 
長野県立大学 

ソーシャルイノベーション創出センター 

石澤 幸一 公募 

下平 満範 長野信用金庫 地域みらい応援部 

両澤 弘 公募 

渡邉 和巳 公募 

 

 

第５部会 【基本目標６】未来に繋げる自然と共生するまち 

笠井 雪子 NPO 法人 千曲市環境市民会議 

小平 真理子 一般社団法人 信州千曲観光局 

宮澤 淳治 第二次千曲市総合計画審議会委員 

栁澤 信子 公募 

 

 

 

 

 

 

 



第１部会 

 

基本目標１ 災害に強く、安全で安心な暮らしができるまち 

 

千曲市総合計画審議会 部会名簿 

役職名 氏名 備考  

委員 大硲 昭彦 千曲市復興計画策定委員  

委員 坂口 方成 公募  

委員 佐藤 基 千曲市棚田保全推進会議  

委員 高野 郁子 千曲市復興計画策定委員  

 

千曲市総合計画策定委員会 部会名簿 

役職名 氏名 職名 備考 

部会長 湯本 永一 建設部長  

副部会長 北澤 武彦 総務部長  

部会員 塚田 勝雄 危機管理防災課長  

部会員 宮尾 憲夫 総合政策課長  

部会員 宮澤 正人 生活安全課長  

部会員 荒井 茂夫 農林課長  

部会員 洞田 英樹 建設課長  

部会員 小岩 成夫 都市計画課長  

部会員 青木 猛治 地域開発推進室長  

部会員 高野 昌一 教育総務課長  

庶 務 宮入 文彦 市民協働課地域振興係長 （主） 

庶 務 宮下 真人 総合政策課政策推進係 （副） 

庶 務 関口 彩香 総合政策課政策推進係 （副） 



第２部会 

 

基本目標２ 千曲っ子が元気に育つ、生涯学びのまち 

基本目標５ 輝かしい歴史文化の伝承と、新たな文化を創造するまち 

 

千曲市総合計画審議会 部会名簿 

役職名 氏名 備考  

委員 伊藤 羊子 千曲市文化財保護審議会  

委員 内田 宏明 公募  

委員 老月 秀光 公募  

委員 君島 一宇 公募  

委員 峯村 怜子 千曲市子ども・子育て会議  

 

千曲市総合計画策定委員会 部会名簿 

役職名 氏名 職名 備考 

部会長 島田 栄一 教育部長  

副部会長 中曽根 昌彦 次世代支援部長  

部会員 坂口 和志 日本遺産推進室長  

部会員 坂井 道夫 福祉課長  

部会員 笠井 千奈 健康推進課長  

部会員 山﨑 陽子 こども未来課長  

部会員 小河原 正浩 保育課長  

部会員 荒井 茂夫 農林課長  

部会員 小岩 成夫 都市計画課長  

部会員 高野 昌一 教育総務課長  

部会員 林 欣克 第一学校給食センター所長  

部会員 牧 健一 第二学校給食センター所長  

部会員 松崎 高志 生涯学習課長  

部会員 湯井 勉 文化課長  

部会員 稲玉 修治 歴史文化財センター所長  

部会員 滝沢 資之 スポーツ振興課長  

庶 務 橘田 千比路 市民協働課協働推進係長 （主） 

庶 務 柳町 由貴 総合政策課政策推進係 （副） 

 



第３部会 

 

基本目標３ 支え合い、かかわり合い、だれもが健康に活躍するまち 

基本目標７ 一人ひとりが輝く、協働で創るまち 

 

千曲市総合計画審議会 部会名簿 

役職名 氏名 備考  

委員 春日 俊秀 公募  

委員 北島 朗子 第二次千曲市総合計画審議会委員  

委員 桑原 悦子 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会  

委員 堀内 貴志子 千曲商工会議所 副会長 

 

千曲市総合計画策定委員会 部会名簿 

役職名 氏名 職名 備考 

部会長 荒川 愛子 健康福祉部長  

副部会長 堀内 登 議会事務局長  

部会員 栗原 力 総務課長  

部会員 宮尾 一彦 秘書広報課長  

部会員 養田 晃一 財政課長  

部会員 斉藤 正樹 税務課長  

部会員 田島 育男 債権管理課長  

部会員 宮尾 憲夫 総合政策課長  

部会員 山崎 幸重 市民協働課長  

部会員 柴田 洋一 管財契約課長  

部会員 湯原 久昌 情報政策課長  

部会員 臼井 義広 市民課長  

部会員 坂井 道夫 福祉課長  

部会員 海野 安隆 高齢福祉課長  

部会員 笠井 千奈 健康推進課長  

部会員 宮坂 敏 人権・男女共同参画課長  

部会員 諏訪 幸正 会計管理者兼課長  

部会員 岡田 敏彦 議会事務局次長  

部会員 竹澤 勉 監査委員事務局長  

庶 務 宮下 真人 総合政策課政策推進係 （主） 

庶 務 吉村 信彦 市民協働課地域振興係 （副） 

庶 務 関口 彩香 総合政策課政策推進係 （副） 

 

 



第４部会 

 

基本目標４ 千曲の特色を磨き上げ、賑わいと活力あるまち 

 

千曲市総合計画審議会 部会名簿 

役職名 氏名 備考  

委員 秋葉 芳江 
長野県立大学 ソーシャルイノベーショ

ン創出センター 
 

委員 石澤 幸一 公募  

委員 下平 満範 長野信用金庫 地域みらい応援部  

委員 両澤 弘 公募  

委員 渡邉 和巳 公募  

 

千曲市総合計画策定委員会 部会名簿 

役職名 氏名 職名 備考 

部会長 小林 千春 経済部長  

部会員 坂口 和志 日本遺産推進室長  

部会員 柳嶋 幸孝 産業振興課長  

部会員 荒井 茂夫 農林課長  

部会員 西澤 亮介 観光交流課長  

部会員 洞田 英樹 建設課長  

部会員 中村 利信 農業委員会事務局長  

庶 務 柳町 由貴 総合政策課政策推進係 （主） 

庶 務 橘田 千比路 市民協働課協働推進係長 （副） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５部会 

 

基本目標６ 未来に繋げる自然と共生するまち 

 

千曲市総合計画審議会 部会名簿 

役職名 氏名 備考  

委員 笠井 雪子 NPO 法人 千曲市環境市民会議  

委員 小平 真理子 一般社団法人 信州千曲観光局  

委員 宮澤 淳治 第二次千曲市総合計画審議会委員 会長 

委員 栁澤 信子 公募  

 

千曲市総合計画策定委員会 部会名簿 

役職名 氏名 職名 備考 

部会長 竹内 康 市民環境部長  

部会員 瀬在 量幸 環境課長  

部会員 小松 功和 廃棄物対策課長  

部会員 小岩 成夫 都市計画課長  

部会員 吉池 光裕 上下水道課長  

部会員 松崎 高志 生涯学習課長  

庶 務 吉村 信彦 市民協働課地域振興係 （主） 

庶 務 宮入 文彦 市民協働課地域振興係長 （副） 

 

 


