
行政相談委員一覧表（令和４年３月22日時点） 

 

〈東信地区〉 

担当市町村 氏名 ふりがな 

小諸市 
池田 由美子 いけだ ゆみこ 
村上 栄紀 むらかみ えいき 

佐久市 

青木 賢司 あおき けんじ 
鬼久保 長治 おにくぼ ちょうじ 
木内 千義 きうち ちよし 
比田井 正弘 ひだい まさひろ 
茂木 勝利 もてき かつとし 

佐久穂町 小林 俊彦 こばやし としひこ 
小海町 黒澤 直樹 くろさわ なおき 
川上村 井出 茂夫 いで しげお 
南牧村 黒岩 誠 くろいわ まこと 
南相木村 中島 教好 なかじま のりよし 
北相木村 中沢 修 なかざわ おさむ 

軽井沢町 
佐藤 久男 さとう ひさお 
藤城 栄子 ふじき えいこ 

御代田町 土屋 寿 つちや ひさし 
立科町 浦野 喜芳 うらの きよし 

上田市 

清水 敏昭 しみず としあき 
瀨在 武彦 せざい たけひこ 
伏見 貴昭 ふしみ たかあき 
古川 悦子 ふるかわ えつこ 
堀内 泰 ほりうち やすし 
若林 政夫 わかばやし まさお 
綿内 美鈴 わたうち みすず 



東御市 
柄澤 志津子 からさわ しづこ 
塩崎 和男 しおざき かずお 

長和町 
小林 節子 こばやし せつこ 
小宮山 正幸 こみやま まさゆき 

青木村 本田 敬子 ほんだ けいこ 
 
 
 

〈南信地区〉 

担当市町村 氏名 ふりがな 

岡谷市 
武井 裕子 たけい ゆうこ 
濱 活秀 はま かつひで 

諏訪市 
河西 秀樹 かさい ひでき 
八幡 靖子 やわた やすこ 

茅野市 笹岡 幸穗 ささおか さちほ 
下諏訪町 工藤 惠子 くどう けいこ 
富士見町 名取 祐仁 なとり まさひと 
原村 清水 正巳 しみず まさみ 

駒ヶ根市 吉川 満和 よしかわ みちかず 

伊那市 

赤羽 潔 あかはね きよし 
木下 りつ古 きのした りつこ 
間澤 傳 まざわ つたえ 
宮下 勇 みやした いさむ 

辰野町 百瀬 辰夫 ももせ たつお 

箕輪町 
浦野 朱美 うらの あけみ 
戸田 勝利 とだ かつとし 

飯島町 吉川 秀幸 きっかわ ひでゆき 
南箕輪村 出羽澤 平治 でわざわ へいじ 
中川村 玉垣 章司 たまがき しょうじ 
宮田村 伊藤 広和 いとう ひろかず 



飯田市 

澤栁 陽一 さわやなぎ よういち 
代田 恵実里 しろた えみり 
森下 公正 もりした きみまさ 
渡 利文 わたり としふみ 

松川町 村田 肇 むらた はじめ 
高森町 松下 美惠子 まつした みえこ 
阿南町 澤田 智 さわだ さとし 
阿智村 河合 隆文 かわい たかふみ 
平谷村 山口 美砂子 やまぐち みさこ 
根羽村 片桐 寛美 かたぎり ひろみ 
下條村 小木曽 國男 おぎそ くにお 
売木村 代田 浩雄 しろた ひろお 
天龍村 板倉 恒夫 いたくら つねお 
泰阜村 土岐 喜伸 とき よしのぶ 
喬木村 桐生 達夫 きりゅう たつお 
豊丘村 久保田 富子 くぼた とみこ 
大鹿村 神崎 あさ子 かんざき あさこ 

 
 
 

〈中信地区〉 

担当市町村 氏名 ふりがな 

木曽町 

釜平 敏春 かまだいら としはる 
中洞 修二 なかぼら しゅうじ 
中村 好昭 なかむら よしあき 
山田 誠吾 やまだ せいご 

上松町 小松 健志 こまつ たけし 
南木曽町 勝野 忠 かつの ただし 
木祖村 蒲沼 巧 がまぬま たくみ 
王滝村 澤田 義幸 さわだ よしゆき 



大桑村 新井 広司 あらい ひろし 

松本市 

赤穂 大樹 あかほ ひろき 
岡田 忠興 おかだ ただおき 
奥原 成章 おくはら なるあき 
小林 磨史 こばやし まふみ 
小松 茂清 こまつ しげきよ 
鳥居 とし子 とりい としこ 
古川 静男 ふるかわ しずお 
丸山 今朝雄 まるやま けさお 
安坂 紀会子 やすざか きえこ 

塩尻市 
太田 縁子 おおた よりこ 
小松 洋子 こまつ ようこ 
酒井 正文 さかい まさふみ 

筑北村 宮下 誠一 みやした せいいち 
麻績村 宮下 勝利 みやした かつとし 
生坂村 吉澤 禮一 よしざわ れいいち 
山形村 小口 正 おぐち ただし 
朝日村 柳沢 正喜 やなぎさわ まさき 

大町市 
遠藤 博仁 えんどう ひろひと 
北沢 孝一 きたざわ こういち 
北澤 文子 きたざわ ふみこ 

安曇野市 

浅川 初幸 あさかわ はつゆき 
猿田 久雄 さるた ひさお 
樋口 眞 ひぐち まこと 
保尊 利生 ほそん としお 
矢澤 久男 やざわ ひさお 

池田町 桑澤 久明 くわざわ ひさあき 
松川村 熊井 万代 くまい かずよ 
白馬村 宮田 守男 みやた もりお 
小谷村 横澤 勲 よこさわ いさお 

 



〈北信地区〉 

担当市町村 氏名 ふりがな 

長野市 

赤城 静江 あかぎ しずえ 
赤松 菊江 あかまつ きくえ 
市川 武 いちかわ たけし 
吉川 信幸 きっかわ のぶこ 
久保田 雅文 くぼた まさふみ 
鈴木 潤 すずき じゅん 

玉井 伊知子 たまい いちこ 
徳武 昭江 とくたけ あきえ 
轟 敏喜 とどろき としき 
中村 哲夫 なかむら てつお 
萩原 みな子 はぎわら みなこ 
堀内 まゆみ ほりうち まゆみ 
山本 金一 やまもと きんいち 

千曲市 
安藤 秀一 あんどう しゅういち 
蟹澤 幸子 かにさわ さちこ 
松本 敦子 まつもと あつこ 

坂城町 中村 淳 なかむら あつし 
信濃町 小川 三冬 おがわ みふゆ 
飯綱町 清水 藤一 しみず とういち 
小川村 三水 弘好 さみず ひろよし 

須坂市 
小林 敏 こばやし さとし 
荒井 映子 あらい ようこ 

中野市 
上野 永一 うえの えいいち 
片原 町子 かたはら まちこ 
丸山 松良 まるやま まつよし 

飯山市 堀内 清司 ほりうち きよし 
小布施町 八代 良一 やしろ りょういち 
高山村 勝山 幸一 かつやま こういち 



山ノ内町 田中 美根子 たなか みねこ 
木島平村 土屋 博昭 つちや ひろあき 
野沢温泉村 富井 裕昭 とみい ひろあき 

栄村 廣瀬 繁 ひろせ しげる 
 


