
平成20年4月1日 現在
地区 総括 担当地域 企画員の氏名 ふりがな 事務所の場所 電話番号･Fax番号

北村 俊幸 きたむら としゆき

祖父江 秀和 そぶえ ひでかず

佐竹 穣 さたけ じょう

杉本 健治 すぎもと　けんじ

久家 崇徳 くげ　たかのり

依光 香代子 よりみつ　かよこ

西本 一昭 にしもと かずあき

堅田 和図 かたた　かずと

中屋 妙 なかや　たえ

山地 和 やまじ かず

三木 由紀子 みき　ゆきこ

小松 英介 こまつ えいすけ

谷本 直文 たにもと　なおふみ

山﨑 美智子 やまさき みちこ

矢田 義博 やだ よしひろ

山本 嘉博 やまもと よしひろ

大利 尚 おおり　ひさし

窪田 純子 くぼた じゅんこ 香南市赤岡町475-5
香南市役所赤岡庁舎2階

Tel 0887-54-3846
Fax 0887-54-3847

嶋崎 末喜 しまさき　すえき

松澤 俊一 まつさわ しゅんいち

柏木 理男 かしわぎ　みちお

小谷 尚二郎 おだに　しょうじろう

山脇 万紀 やまわき　まき

有岡 希恵 ありおか　きえ

西田 忠司 にしだ ただし

山下 敏正 やました としまさ

眸 輝代 ひとみ てるよ

地域支援企画員一覧表
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北村
 俊幸

堅田
 和図

室戸市
東洋町

奈半利町
北川村
田野町
安田町
馬路村

安芸市
芸西村

香美市

南国市

柏木
 理男

香南市野市町西野2706
香南市役所北庁舎1階

高知市
高知市布師田3992-3
高知県工業技術センター5階

土佐町
大川村

Tel 0887-54-2975
Fax 0887-54-2976

室戸市浮津25-1
室戸市役所3階

奈半利町乙1659-1
奈半利町役場1階

安田町安田1850
安田町役場1階

安芸市矢ノ丸1-4-40
安芸市役所3階

香美市土佐山田町1689-1
香美市農業振興センター

香美市香北町美良布1101
香美市立カントリーコア

南国市大埇甲2301
南国市役所2階

Tel 088-826-5037
Fax 088-826-5038

香南市夜須町坪井219
香南市夜須公民館1階

Tel 0887-22-0846
Fax 0887-22-0847

Tel 0887-32-1247
Fax 0887-38-3462

Tel 0887-38-2696
Fax 0887-38-2697

Tel 0887-34-2436
Fax 0887-34-2437

Tel 0887-52-1767
Fax 0887-52-1768

Tel 0887-57-3439
Fax 0887-57-3487

Tel 088-864-6320
Fax 088-864-6321

Tel 0887-56-5128
Fax 0887-56-5129

土佐町土居194
土佐町役場2階

Tel 0887-70-1390
Fax 0887-82-0232

香南市

眸 輝代 ひとみ てるよ

井上 守 いのうえ まもる 大豊町黒石343-1
大豊町農業センター

Tel 0887-70-0220
Fax 0887-73-1004

有光 郷司 ありみつ　さとし 本山町本山504
本山町役場2階

Tel 0887-70-1050
Fax 0887-76-2378

井関 敏洋 いせき としひろ

山本 光明 やまもと みつあき

久志 雅裕 くし　まさひろ

濱渦 光彦 はまうず みつひこ

小野田 勝 おのだ　まさる

刈谷 嘉秀 かりや よしひで 佐川町甲1650-2
佐川町役場1階

Tel 0889-22-5801
Fax 0889-22-5802

武田 和志 たけだ かずし

仙頭 佳枝 せんとう　かえ

青木 厚博 あおき　あつひろ

西森 文明 にしもり　ふみあき

竹林 貞治郎 たけばやし ていじろう

高田 佳乃 たかた　かの

谷本 和広 たにもと かずひろ

宮田 裕也 みやた　ひろや

太田 一実 おおた かずみ

宮脇 正和 みやわき　まさかず

公文 謙吉 くもん けんきち

夕部 茂 ゆうべ しげる

川田 建康 かわだ たてやす

浦宗 真由美 うらむね まゆみ

中西 繁之 なかにし　しげゆき

濱口 明大 はまぐち あきひろ

長者 雄一 ちょうじゃ　ゆういち

岡田 富美 おかだ ふみ

岡村 幸政 おかむら　ゆきまさ

澤田 隆延 さわだ　たかのぶ

川村 和幸 かわむら かずゆき

渡邊 誠毅 わたなべ　せいき

池 恩 いけ めぐみ

土佐清水市天神町11-2
土佐清水市役所2階

Tel 0880-82-0622
Fax 0880-82-0623

 敏正

井関
 敏洋

濱渦
 光彦

竹林
 貞治郎

公文
 謙吉

宿毛市桜町2-1
宿毛市役所2階

Tel 0880-63-2057
Fax 0880-63-2058

仁
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黒潮町

土佐市

越知町越知甲1961-1
（越知町役場西隣）

須崎市山手町1-7
須崎市役所2階

日高村本郷61-1
日高村役場1階

津野町
檮原町

四万十町

四万十市

大川村

本山町
大豊町

いの町

越知町
佐川町
日高村

仁淀川町

須崎市
中土佐町

土佐清水市
三原村

宿毛市

Tel 088-850-4001
Fax 088-892-1058

土佐市高岡町甲2017-1
土佐市役所北庁舎2階

Tel 088-852-1172
Fax 088-852-5326

土佐町役場2階 Fax 0887 82 0232

いの町1700-1
いの町役場産業経済課2階

Tel 0889-20-1522
Fax 0889-24-4360

仁淀川町大崎214
仁淀川町基幹集落センター1階

Tel 0889-20-2072
Fax 0889-35-0160

黒潮町入野2098-1
黒潮町教育委員会別館

Tel 0880-31-3604
Fax 0880-43-0186

四万十町茂串町3-2
四万十町役場2階

Tel 0880-22-0531
Fax 0880-22-0532

四万十町十川151-1
四万十町十和総合支所1階

Tel 0880-29-1025
Fax 0880-28-5532

四万十市中村小姓町46
中村商工会議所1階

Tel 0889-20-1188
Fax 0889-26-3263

市川 なえ子 いちかわ　なえこ

Tel 0880-34-2361
Fax 0880-34-2362

Tel 0889-42-4015
Fax 0889-42-4016

中土佐町久礼6602-2
中土佐町役場2階

Tel 0889-40-1183
Fax 0889-52-2076

津野町永野471-1
津野町役場1階

Tel 0889-55-2126
Fax 0889-55-2127
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