
＜委員＞

団体名 役職 氏名 かな氏名

檜山地域まちづくり協議会 会長 鈴木　敬一 すずき　けいいち

東能代地域まちづくり協議会
副会長
安心安全部会長

佐々木　健一 ささき　けんいち

能代市市民活動支援センター センター長 佐々木　亜希子 ささき　あきこ

秋田銀行　能代支店 次長 山田　亮 やまだ　りょう

合同会社のしろ家守舎 代表社員 湊　哲一 みなと　のりかず

能代市自治会連合協議会 副会長 浅理　金蔵 あさり　かねぞう

能代市連合婦人会 会長 田村　久子 たむら　ひさこ

能代市身体障害者福祉協会 会長 吉田　ユキ子 よしだ　ゆきこ

能代山本地区交通安全協会 副会長 上山　秀人 かみやま　ひでと

能代市健康推進員協議会 会長 布川　有美子 ぬのかわ　ゆみこ

能代市山本郡医師会 副会長 渡部　英敏 わたなべ　ひでとし

看護協会能代山本地区支部 副支部長 松山　まき子 まつやま　まきこ

能代市老人クラブ連合会
若手委員長
常任理事

袴田　清美 はかまた　きよみ

能代市障害者団体連絡協議会 副会長 土橋　勝 どばし　まさる

能代市社会福祉協議会
地域福祉課
地域福祉係長

成田　直美 なりた　なおみ

能代青年会議所 出向理事 佐藤　宏樹 さとう　ひろき

能代市母子寡婦福祉連合会 副会長 三浦　美津子 みうら　みちこ

能代市山本郡ＰＴＡ連合会 向能代小学校PTA会長 工藤　絵里奈 くどう　えりな

能代市私立学校連合会 会長 相澤　孝子 あいざわ　たかこ

能代市スポーツ協会
事務局次長兼
総務企画課長

富樫　勲 とがし　いさお

秋田県文化財保護協会能代支部 調査部長 三浦　正明 みうら　まさあき

能代市民俗芸能連合会 会長 成田　孝弘 なりた　たかひろ

秋田県山本地域振興局 地域企画課長 塚本　敦 つかもと　あつし

能代商工会議所 事務局長 平川　善子 ひらかわ　よしこ

二ツ井町商工会
青年部部長
理事

安井　大誠 やすい　たいせい

能代公共職業安定所 所長 藤原　徹 ふじわら　とおる

宇宙航空研究開発機構　能代ロケット実験場 主任 杉野　伸也 すぎの　のぶや

東北電力ネットワーク株式会社
能代電力センター

所長 佐渡　雅樹 さど　まさき

キョーリン製薬グループ工場　能代工場 課長 根岸　光憲 ねぎし　みつのり

能代観光協会 参事 山田　雄子 やまだ　ゆうこ

二ツ井町観光協会 事務員 安井　美晴 やすい　みはる

あきた白神農業協同組合 代表理事専務 工藤　寿博 くどう　としひろ

秋田県立大学木材高度加工研究所 教授 山内　繁 やまうち　しげる

米代西部森林管理署 総括事務管理官 佐々木　学 ささき　まなぶ

秋田県宅地建物取引業協会能代山本支部 鈴木　隆宏 すずき　たかひろ

能代山本建築士会 代表取締役 池田　佐保 いけだ　さほ

東北地方整備局　能代河川国道事務所 調査第二課長 勝長　周悟 かつなが　しゅうご

ＪＲ東日本　東能代駅 副所長 白戸　智春 しろと　ちはる

能代市総合計画市民協働会議　委員名簿



＜秋田大学学生＞

所属 年次 氏名 かな氏名

教育文化学部地域文化学科 1年次 安部　栞 あべ　しおり

教育文化学部地域文化学科 1年次 井出　愛弓 いで　あゆみ

教育文化学部地域文化学科 1年次 齋藤　涼夜 さいとう　すずよ

教育文化学部地域文化学科 1年次 菅　小雪 すが　こゆき

教育文化学部地域文化学科 1年次 樋渡　沙羅 ひわたし　さら

教育文化学部地域文化学科 2年次 佐藤　李香 さとう　ももか

教育文化学部地域文化学科 3年次 中嶋　美歌 なかじま　みか

教育文化学部地域文化学科 3年次 福士　藍
ふくし　らん

教育文化学部地域文化学科 4年次 伊藤　千穂
いとう　ちほ

＜職員サポーター＞

所属 役職 氏名 かな氏名

総務部 部長 吉岡　康隆 よしおか　やすたか

企画部 部長 畠中　徹 はたなか　とおる

市民福祉部 部長 有山　勇 ありやま　いさむ

環境産業部 部長 宮野　弘幸 みやの　ひろゆき

農林水産部 部長 佐藤　清吾 さとう　せいご

都市整備部 部長 小林　繁光 こばやし　しげみつ

二ツ井地域局 局長 大山　位代子 おおやま　いよこ

教育部 部長 伊藤　勉 いとう　つとむ

＜市若手職員＞

所属 役職 氏名 かな氏名

総務部財政課 主任 後藤　将司 ごとう　まさし

企画部市民活力推進課 主任 松森　翔 まつもり　しょう

市民福祉部市民保険課 主任 工藤　萌 くどう　もえ

環境産業部商工労働課 主任 秋林　直紀 あきばやし　なおき

農林水産部林業木材振興課 主任 石山　龍二 いしやま　りゅうじ

都市整備部水道課 主任 七尾　恵輔 ななお　けいすけ

二ツ井地域局市民福祉課 主任 菊池　結衣 きくち　ゆい

教育部教育総務課 主任 藤原　沙綾果 ふじわら　さやか

＜アドバイザー＞

所属 役職 氏名 かな氏名

秋田大学教育文化学部地域文化学科 教授 和泉　浩 いずみ　ひろし

秋田大学教育文化学部地域文化学科 講師 荒井　壮一 あらい　そういち

＜事務局＞

所属 役職 氏名 かな氏名

企画部 次長 田口　俊成 たぐち　としなり

企画部総合政策課 課長 鈴木　大雄 すずき　だいゆう

企画部総合政策課 課長補佐 銭谷　進 ぜにや　すすむ

企画部総合政策課 係長 簾内　克弘 すのうち　かつひろ

企画部総合政策課 主席主査 小林　淳 こばやし　じゅん






