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三重とこわか国体・三重とこわか大会津市実行委員会 

第１回総会等の開催について 

 

２０２１年に三重県で開催されます第７６回国民体育大会及び第２１回全国障害者ス

ポーツ大会に向けて、両大会それぞれに津市準備委員会を設置し準備を進めてまいりまし

たが、国民体育大会の開催が正式決定されたことに合わせ、両大会のより円滑な準備と運

営を目的として、両準備委員会を統合し、新たに三重とこわか国体・三重とこわか大会津

市実行委員会を設置し、第１回総会を開催します。 

 

記 

１ 日時 

  平成３０年８月２４日（金）１３時～１６時３０分（予定） 

２ 場所 

  津都ホテル２階「ロイヤルルーム」及び５階「安濃津の間」、「伊勢の間」 

３ 委員 

行政、民間からなる関係団体、競技関係団体を代表する者（別紙 名簿参照） 

４ 内容 

⑴ 第２１回全国障害者スポーツ大会津市準備委員会 第３回総会（13：00～13：20） 

  ・報告事項：役員及び委員の変更について 他３件 

  ・承認事項：専決処分について 

  ・審議事項：準備委員会の解散について 他４件 

⑵ 第７６回国民体育大会津市準備委員会 第２回常任委員会（13：45～14：15） 

  ・報告事項：委員及び役員等の変更について 

  ・審議事項：広報基本計画（案）について 他７件 

⑶ 第７６回国民体育大会津市準備委員会 第３回総会（14：30～15：15） 

  ・報告事項：委員及び役員等の変更について 他４件 

  ・承認事項：専決処分について 

  ・審議事項：（仮称）三重とこわか国体・三重とこわか大会津市実行委員会の設置に

ついて 他２件 



 ⑷ 三重とこわか国体・三重とこわか大会津市実行委員会 第１回総会（15：30～16：30） 

  ●イメージソングにあわせたダンス披露（津高校ダンス部 withとこまる） 

・報告事項：委員の就任について 他１件 

・審議事項：平成３０年度事業計画（案）について 他２件 









第７６回国民体育大会津市準備委員会名簿　（順不同・敬称略）

選出区分 所 属 機 関 ・ 団 体 ・ 役 職 名 氏　　　名

会　長

1 行政関係 　津市長 前　葉　泰　幸

副会長

1 議会関係 　津市議会　議長 岡　　 幸　 男

2 産業・経済関係 　津商工会議所　会頭 岡　本　直　之

3 宿泊・観光・衛生関係 　一般社団法人　津市観光協会　会長 岡　田　昭　良

4 スポーツ関係 　特定非営利活動法人　津市スポーツ協会　会長 乙　部　満　生

5 行政関係 　津市副市長 青　木　　　泰

6 行政関係 　津市副市長 盆　野　明　弘

7 行政関係 　津市教育委員会　教育長 倉　田　幸　則

常任委員

1 議会関係 　津市議会　副議長 藤　本　ともこ

2 議会関係 　津市議会総務財政委員会　委員長 八　太　正　年

3 議会関係 　津市議会教育厚生委員会　委員長 佐　藤　有　毅

4 議会関係 　津市議会経済環境委員会　委員長 渡　辺　晃　一

5 議会関係 　津市議会建設水道委員会　委員長 伊　藤　康　雄

6 社会・市民団体 　津市自治会連合会　会長 生　川　介　彦

7 県競技団体 　三重県なぎなた連盟　会長 芝　　　博　一

8 県競技団体 　三重県柔道協会　会長 平　賀　秀　忠

9 県競技団体 　三重県レスリング協会　会長 宇　野　長　好

10 県競技団体 　三重県ボウリング連盟　会長 脇　谷　利　男

11 県競技団体 　三重県バレーボール協会　会長 中　川　正　春

12 県競技団体 　三重県ヨット連盟　会長 原　田　佳　幸

13 県競技団体 　一般財団法人　三重県高等学校野球連盟　会長 鈴　木　達　哉

14 県競技団体 　一般社団法人　三重県バスケットボール協会　会長 八　木　秀　行

15 県競技団体 　三重県ライフル射撃協会　会長 中　村　孝　夫

16 スポーツ関係 　三重県高等学校体育連盟　会長 阿　形　克　己

17 スポーツ関係 　津市スポーツ推進審議会　会長 八　木　規　夫

18 スポーツ関係 　津市スポーツ推進委員会　会長 松　本　忠　靖

19 教育関係 　津市小中学校長会　会長 土　性　孝　充

20 健康・福祉関係 　社会福祉法人　津市社会福祉協議会　会長 小　渕　徹　夫

21 宿泊・観光・衛生関係 　津市ホテル旅館料理組合　組合長 坂　井　孝　二

22 医療関係 　公益社団法人　津地区医師会　会長 浦　和　健　人

23 医療関係 　公益社団法人　久居一志地区医師会　会長 伊與田　義  信

24 医療関係 　公益社団法人　津歯科医師会　会長 鈴　木　晶　博

25 医療関係 　一般社団法人　津薬剤師会　会長 寺　田　幸　司

26 医療関係 　公益社団法人　三重県看護協会　津地区支部長 森　 多 佳 美

27 行政関係 　津市政策財務部長 山　下　佳　寿

28 行政関係 　津市危機管理部長 永　戸　吉　朋

平成３０年８月２４日時点



常任委員

29 行政関係 　津市総務部長 荒　木　忠　徳

30 行政関係 　津市市民部長 酒　井　康　子

31 行政関係 　津市環境部長 木　村　重　好

32 行政関係 　津市健康福祉部長 國　分　靖　久

33 行政関係 　津市商工観光部長 松　田　千　秋

34 行政関係 　津市農林水産部長 上　田　典　廣

35 行政関係 　ボートレース事業部長 岩　田　英　夫

36 行政関係 　津市都市計画部長 蓑　田　博　之

37 行政関係 　津市建設部長 磯　部　典　生

38 行政関係 　津市水道局長 松　下　浩　己

39 行政関係 　津市下水道局長 藤　牧　和　弘

40 行政関係 　津市消防次長 小　津　直　久

41 行政関係 　津市議会事務局長 浅　井　英　幸

42 行政関係 　津市教育委員会事務局　教育次長 宮　田　雅　司

43 行政関係 　三重短期大学事務局長 栗　本　　　斉

監　事

1 行政関係 　津市代表監査委員 大　西　直　彦

2 行政関係 　津市会計管理者 市　川　雅　章

会長：１名、副会長：７名、常任委員：４３名、監事：２名

合計：５３名



顧　問

1 議会関係 　三重県議会議員 青　木　謙　順

2 議会関係 　三重県議会議員 今　井　智　広

3 議会関係 　三重県議会議員 岡　野　恵　美

4 議会関係 　三重県議会議員 杉　本　熊　野

5 議会関係 　三重県議会議員 舟　橋　裕　幸

6 議会関係 　三重県議会議員 前　田　剛　志

7 議会関係 　三重県議会議員 前　野　和　美

参　与

1 議会関係 　津市議会議員 滝  　 勝 　弘

2 議会関係 　津市議会議員 竹　下　幸智子

3 議会関係 　津市議会議員 岡　村　　　武

4 議会関係 　津市議会議員 安　積　むつみ

5 議会関係 　津市議会議員 堀　口　順　也

6 議会関係 　津市議会議員 長谷川　幸　子

7 議会関係 　津市議会議員 小　野　欽　市

8 議会関係 　津市議会議員 桂　　　三　発

9 議会関係 　津市議会議員 岩　脇　圭　一

10 議会関係 　津市議会議員 青　山　昇　武

11 議会関係 　津市議会議員 加　藤　美江子

12 議会関係 　津市議会議員 田　村　宗　博

13 議会関係 　津市議会議員 川　口　和　雄

14 議会関係 　津市議会議員 伊　藤　康　雄

15 議会関係 　津市議会議員 杉　谷　育　生

16 議会関係 　津市議会議員 大　野　　　寛

17 議会関係 　津市議会議員 坂井田　　　茂

18 議会関係 　津市議会議員 田　中　勝　博

19 議会関係 　津市議会議員 小　林　貴　虎

20 議会関係 　津市議会議員 龍　神　啓　介

21 議会関係 　津市議会議員 田　矢　修　介

22 議会関係 　津市議会議員 田　中　千　福

23 議会関係 　津市議会議員 西　山　み　え

24 議会関係 　津市議会議員  　田　博　康

25 議会関係 　津市議会議員 川　口　　　円

26 議会関係 　津市議会議員 岡　　　幸　男

27 議会関係 　津市議会議員 村　田　彰　久

28 議会関係 　津市議会議員 福　田　慶　一

29 議会関係 　津市議会議員 辻　　　美津子

30 議会関係 　津市議会議員 倉　田　寛　次

31 国・県関係 　国土交通省中部運輸局三重運輸支局　支局長 後　藤　武　夫

32 国・県関係 　国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所長 川　村　謙　一

33 国・県関係 　国土交通省中部地方整備局四日市港湾事務所長 佐　藤　　　誠



参　与

34 国・県関係 　三重県警津警察署　署長 水　谷　昭　裕

35 国・県関係 　三重県警津南警察署　署長 天　白　修　一

36 国・県関係 　陸上自衛隊久居駐屯地　司令 能  勢  龍一郎

37 国・県関係 　海上保安庁四日市海上保安部　部長 伊　藤　敏　和

38 教育関係 　国立大学法人　三重大学　学長 駒　田　美　弘

39 教育関係 　三重県立看護大学　理事長 菱　沼　典　子

40 教育関係 　津市立三重短期大学　学長 東福寺　一　郎

41 教育関係   三重県立学校長会　中勢地区　津代表 長谷川　博  文

42 教育関係 　学校法人　高田学苑　理事長・学苑長 髙　臣　文　祥

43 教育関係 　セントヨゼフ女子学園高等学校・中学校　校長 井　関　智　子

44 報道関係 　三重テレビ放送株式会社　代表取締役社長 長　江　　　正

45 報道関係 　日本放送協会　津放送局　局長 須　田　俊　明

46 報道関係 　株式会社　伊勢新聞社　代表取締役社長 小　林　千　三

47 報道関係 　株式会社　中日新聞社　三重総局長 石　川　保　典

48 報道関係 　株式会社　朝日新聞社　津総局長 斎　藤　大　宙

49 報道関係 　株式会社　読売新聞社　津支局長 新　良　雅　司

50 報道関係 　株式会社　毎日新聞社　津支局長 広　瀬　隆　史

51 報道関係 　株式会社　産経新聞社　津支局長 粂　　 博　 之

52 報道関係 　株式会社　中部経済新聞社　三重支社長 坂　本　和　優

53 報道関係 　株式会社　時事通信社　津支局長 瀬　戸　哲　也

54 報道関係 　株式会社　三重タイムズ社　代表取締役社長 福　山　利　明

55 報道関係 　株式会社　三重ふるさと新聞　代表取締役社長 森　 　 昌　哉

56 報道関係 　株式会社　ＣＢＣテレビ　三重支社長 花　田　松　彦

57 報道関係 　東海ラジオ放送株式会社　三重支局長 澤　田　　　啓

58 報道関係 　東海テレビ放送株式会社　三重支社長 小　川　貴　正

59 報道関係 　名古屋テレビ放送株式会社　三重支社長 小　島　　　淳

60 報道関係 　中京テレビ放送株式会社　三重支局長 太　田　恵　三

61 報道関係 　株式会社ＺＴＶ　取締役社長 田　村　憲　司

62 報道関係 　三重エフエム放送株式会社　代表取締役社長 丹　羽　　　勇

合計：６９名

顧問：７名、参与：６２名



委　員

1 市実施競技 　津市なぎなた協会　会長 工　藤　　　隆

2 市実施競技 　津地区柔道会　副会長 安　田　敏　明

3 市実施競技 　津レスリング協会　会長 吉　田　栄　利

4 市実施競技 　津市ボウリング協会　事務局長 木　原　剛　弘

5 市実施競技 　津市バレーボール協会　会長 伊　藤　雅　朗

6 市実施競技 　津市ヨット協会　理事 一　色　　　博

7 市実施競技 　一般財団法人三重県高等学校野球連盟　専務理事 鵜　飼　　　治

8 市実施競技 　津市バスケットボール協会　会長 大　島　康　裕

9 市実施競技 　津市ライフル射撃協会　会長 藤野原　眞　治

10 スポーツ関係 　津市中学校体育連盟　会長 山 　口　 　勉

11 スポーツ関係 　津市スポーツ少年団本部　本部長 海　津　行　正

12 スポーツ関係 　津市スポーツ・レクリエーション協会　理事長 鈴　木　寿　子

13 スポーツ関係 　（公社）日本３Ｂ体操協会　三重県支部　支部長 松　下　節　子

14 スポーツ関係 　三重県スポーツ協会吹矢協会　会長 西　川　　　稔

15 産業・経済関係 　津市商業団体連合会　会長 三　藤　治　喜

16 産業・経済関係 　津商工会議所青年部　会長 尾　﨑　正　彦

17 産業・経済関係 　津商工会議所女性会　会長 加　瀬　由美子

18 産業・経済関係 　津北商工会　会長 水　谷　博　之

19 産業・経済関係 　津市商工会　会長 山　川　芳　春

20 教育関係 　津市私立幼稚園・認定こども園協会　会長 山　中　　　理

21 教育関係 　津私立保育園協議会　会長 玉　置　里　司

22 教育関係 　津市ＰＴＡ連合会　会長 石　川　禎　紀

23 教育関係 　日本ボーイスカウト三重連盟　理事長 山　本　　　幹

24 教育関係 　一般社団法人ガールスカウト三重県連盟　三重県第７団　団委員長 柴　田　尚　子

25 健康・福祉関係 　津市民生委員児童委員連合会　会長 速　水　正　美

26 健康・福祉関係 　日本赤十字社三重県支部　事務局長 松　田　克　己

27 交通関係 　津地区交通安全協会　会長 池　田　  　潔

28 交通関係 　津南地区交通安全協会　会長 石　川　紀　男

29 インフラ関係 　日本郵便株式会社　津中央郵便局長 寺　西　仁　志

30 インフラ関係 　西日本電信電話株式会社　三重支店長 大　西　秀　隆

31 インフラ関係 　中部電力株式会社　津営業所長 戎　屋　哲　司

32 宿泊・観光・衛生関係 　津安芸農業協同組合　経営管理委員会会長 川　辺　千　秋

33 宿泊・観光・衛生関係 　三重中央農業協同組合　代表理事組合長 前　田　孝　幸

34 宿泊・観光・衛生関係 　白塚漁業協同組合　代表理事組合長 伊　藤　和　博

35 宿泊・観光・衛生関係 　香良洲漁業協同組合　代表理事組合長 近　藤　典　也

36 宿泊・観光・衛生関係 　一般社団法人　全国旅行業協会　三重県支部　支部長 小　西　靖　司

37 宿泊・観光・衛生関係 　三重県飲食業生活衛生同業組合　理事長 中　田　正　己

38 宿泊・観光・衛生関係 　津市物産振興会　会長 杉　本　賢　一

39 宿泊・観光・衛生関係 　津エアポートライン株式会社　代表取締役 小　嶋　光　信

40 宿泊・観光・衛生関係 　近畿日本鉄道株式会社　津駅長 安　田　英　生

41 宿泊・観光・衛生関係 　伊勢鉄道株式会社　代表取締役専務　 岩　崎　栄　一



委　員

42 宿泊・観光・衛生関係 　公益社団法人三重県バス協会　会長 雲　井  　　敬

43 宿泊・観光・衛生関係 　三重交通株式会社　代表取締役会長 小　倉　敏　秀

44 宿泊・観光・衛生関係 　一般社団法人三重県タクシー協会　津支部長 村　田　友　和

45 宿泊・観光・衛生関係 　中日本高速道路株式会社名古屋支社　支社長 近　藤　清　久

46 社会・市民団体 　津市ボランティア協議会　会長 高　尾　行　信

47 社会・市民団体 　津市老人クラブ連合会　会長 西　川　明　正

48 社会・市民団体 　津市婦人会連絡協議会　会長 須　山　美智子

49 社会・市民団体 　津ロータリークラブ　会長 黒　川　正　機

50 社会・市民団体 　津北ロータリークラブ　会長 楠　井　嘉　行

51 社会・市民団体 　津南ロータリークラブ　会長 林　 　裕 　行

52 社会・市民団体 　久居ロータリークラブ　会長 棚　 橋　 　裕

53 社会・市民団体 　津ライオンズクラブ　会長 福　島　鉄　男

54 社会・市民団体 　津中央ライオンズクラブ　会長 横　山　浩　之

55 社会・市民団体 　久居ライオンズクラブ　会長 藤　谷　増　郎

56 社会・市民団体 　津西ライオンズクラブ　第一副会長 西　山　実　江

57 社会・市民団体 　公益社団法人　津青年会議所　理事長 細　野　勝　雅

58 社会・市民団体 　津市国際交流協会　会長 山　口　久　彦

委員：５８名



　（順不同・敬称略）

選出区分 所 属 機 関 ・ 団 体 ・ 役 職 名 氏　　　名

会　長

1 行政関係 　津市長 前　葉　泰　幸

副会長

1 議会関係 　津市議会　議長 岡　　 幸　 男

2 産業・経済関係 　津商工会議所　会頭 岡　本　直　之

3 宿泊・観光・衛生関係 　一般社団法人　津市観光協会　会長 岡　田　昭　良

4 スポーツ関係 　特定非営利活動法人　津市スポーツ協会　会長 乙　部　満　生

5 健康・福祉関係 　社会福祉法人　津市社会福祉協議会　会長 小　渕　徹　夫

6 行政関係 　津市副市長 青　木　　　泰

7 行政関係 　津市副市長 盆　野　明　弘

8 行政関係 　津市教育委員会　教育長 倉　田　幸　則

常任委員

1 議会関係 　津市議会　副議長 藤　本　ともこ

2 議会関係 　津市議会総務財政委員会　委員長 八　太　正　年

3 議会関係 　津市議会教育厚生委員会　委員長 佐　藤　有　毅

4 議会関係 　津市議会経済環境委員会　委員長 渡　辺　晃　一

5 議会関係 　津市議会建設水道委員会　委員長 伊　藤　康　雄

6 社会・市民団体 　津市自治会連合会　会長 生　川　介　彦

7 県競技団体 　三重県なぎなた連盟　会長 芝　　　博　一

8 県競技団体 　三重県柔道協会　会長 平　賀　秀　忠

9 県競技団体 　三重県レスリング協会　会長 宇　野　長　好

10 県競技団体 　三重県ボウリング連盟　会長 脇　谷　利　男

11 県競技団体 　三重県バレーボール協会　会長 中　川　正　春

12 県競技団体 　三重県ヨット連盟　会長 原　田　佳　幸

13 県競技団体 　一般財団法人　三重県高等学校野球連盟　会長 鈴　木　達　哉

14 県競技団体 　一般社団法人　三重県バスケットボール協会　会長 八　木　秀　行

15 県競技団体 　三重県ライフル射撃協会　会長 中　村　孝　夫

16 スポーツ関係 　三重県高等学校体育連盟　会長 阿　形　克　己

17 スポーツ関係 　津市スポーツ推進審議会　会長 八　木　規　夫

18 スポーツ関係 　津市スポーツ推進委員会　会長 松　本　忠　靖

19 教育関係 　津市小中学校長会　会長 土　性　孝　充

20 宿泊・観光・衛生関係 　津市ホテル旅館料理組合　組合長 坂　井　孝　二

21 医療関係 　公益社団法人　津地区医師会　会長 浦　和　健　人

22 医療関係 　公益社団法人　久居一志地区医師会　会長 伊與田  義　信

23 医療関係 　公益社団法人　津歯科医師会　会長 鈴　木　晶　博

24 医療関係 　一般社団法人　津薬剤師会　会長 寺　田　幸　司

25 医療関係 　公益社団法人　三重県看護協会　津地区支部長 森　 多 佳 美

26 行政関係 　津市政策財務部長 山　下　佳　寿

27 行政関係 　津市危機管理部長 永　戸　吉　朋

三重とこわか国体・三重とこわか大会津市実行委員会名簿

平成３０年８月２４日時点



常任委員

28 行政関係 　津市総務部長 荒　木　忠　徳

29 行政関係 　津市市民部長 酒　井　康　子

30 行政関係 　津市環境部長 木　村　重　好

31 行政関係 　津市健康福祉部長 國　分　靖　久

32 行政関係 　津市商工観光部長 松　田　千　秋

33 行政関係 　津市農林水産部長 上　田　典　廣

34 行政関係 　津市ボートレース事業部長 岩　田　英　夫

35 行政関係 　津市都市計画部長 蓑　田　博　之

36 行政関係 　津市建設部長 磯　部　典　生

37 行政関係 　津市水道局長 松　下　浩　己

38 行政関係 　津市下水道局長 藤　牧　和　弘

39 行政関係 　津市消防次長 小　津　直　久

40 行政関係 　津市議会事務局長 浅　井　英　幸

41 行政関係 　津市教育委員会事務局　教育次長 宮　田　雅　司

42 行政関係 　三重短期大学事務局長 栗　本　　　斉

監　事

1 行政関係 　津市代表監査委員 大　西　直　彦

2 行政関係 　津市会計管理者 市　川　雅　章

会長：１名、副会長：８名、常任委員：４２名、監事：２名

合計：５３名



顧　問

1 議会関係 　三重県議会議員 青　木　謙　順

2 議会関係 　三重県議会議員 今　井　智　広

3 議会関係 　三重県議会議員 岡　野　恵　美

4 議会関係 　三重県議会議員 杉　本　熊　野

5 議会関係 　三重県議会議員 舟　橋　裕　幸

6 議会関係 　三重県議会議員 前　田　剛　志

7 議会関係 　三重県議会議員 前　野　和　美

参　与

1 議会関係 　津市議会議員 滝  　 勝 　弘

2 議会関係 　津市議会議員 竹　下　幸智子

3 議会関係 　津市議会議員 岡　村　　　武

4 議会関係 　津市議会議員 安　積　むつみ

5 議会関係 　津市議会議員 堀　口　順　也

6 議会関係 　津市議会議員 長谷川　幸　子

7 議会関係 　津市議会議員 小　野　欽　市

8 議会関係 　津市議会議員 桂　　　三　発

9 議会関係 　津市議会議員 岩　脇　圭　一

10 議会関係 　津市議会議員 青　山　昇　武

11 議会関係 　津市議会議員 加　藤　美江子

12 議会関係 　津市議会議員 田　村　宗　博

13 議会関係 　津市議会議員 川　口　和　雄

14 議会関係 　津市議会議員 伊　藤　康　雄

15 議会関係 　津市議会議員 杉　谷　育　生

16 議会関係 　津市議会議員 大　野　　　寛

17 議会関係 　津市議会議員 坂井田　　　茂

18 議会関係 　津市議会議員 田　中　勝　博

19 議会関係 　津市議会議員 小　林　貴　虎

20 議会関係 　津市議会議員 龍　神　啓　介

21 議会関係 　津市議会議員 田　矢　修　介

22 議会関係 　津市議会議員 田　中　千　福

23 議会関係 　津市議会議員 西　山　み　え

24 議会関係 　津市議会議員  　田　博　康

25 議会関係 　津市議会議員 川　口　　　円

26 議会関係 　津市議会議員 岡　　　幸　男

27 議会関係 　津市議会議員 村　田　彰　久

28 議会関係 　津市議会議員 福　田　慶　一

29 議会関係 　津市議会議員 辻　　　美津子

30 議会関係 　津市議会議員 倉　田　寛　次

31 国・県関係 　国土交通省中部運輸局三重運輸支局　支局長 後　藤　武　夫

32 国・県関係 　国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所長 川　村　謙　一

33 国・県関係 　国土交通省中部地方整備局四日市港湾事務所長 佐　藤　　　誠



参　与

34 国・県関係 　三重県警津警察署　署長 水　谷　昭　裕

35 国・県関係 　三重県警津南警察署　署長 天　白　修　一

36 国・県関係 　陸上自衛隊久居駐屯地　司令 能  勢  龍一郎

37 国・県関係 　海上保安庁四日市海上保安部　部長 伊　藤　敏　和

38 教育関係 　国立大学法人　三重大学　学長 駒　田　美　弘

39 教育関係 　三重県立看護大学　理事長 菱　沼　典　子

40 教育関係 　津市立三重短期大学　学長 東福寺　一　郎

41 教育関係   三重県立学校長会　中勢地区　津代表 長谷川　博  文

42 教育関係 　学校法人　高田学苑　理事長・学苑長 髙　臣　文　祥

43 教育関係 　セントヨゼフ女子学園高等学校・中学校　校長 井　関　智　子

44 報道関係 　三重テレビ放送株式会社　代表取締役社長 長　江　　　正

45 報道関係 　日本放送協会　津放送局　局長 須　田　俊　明

46 報道関係 　株式会社　伊勢新聞社　代表取締役社長 小　林　千　三

47 報道関係 　株式会社　中日新聞社　三重総局長 石　川　保　典

48 報道関係 　株式会社　朝日新聞社　津総局長 斎　藤　大　宙

49 報道関係 　株式会社　読売新聞社　津支局長 新　良　雅　司

50 報道関係 　株式会社　毎日新聞社　津支局長 広　瀬　隆　史

51 報道関係 　株式会社　産経新聞社　津支局長 粂　　 博　 之

52 報道関係 　株式会社　中部経済新聞社　三重支社長 坂　本　和　優

53 報道関係 　株式会社　時事通信社　津支局長 瀬　戸　哲　也

54 報道関係 　株式会社　三重タイムズ社　代表取締役社長 福　山　利　明

55 報道関係 　株式会社　三重ふるさと新聞　代表取締役社長 森　 　 昌　哉

56 報道関係 　株式会社　ＣＢＣテレビ　三重支社長 花　田　松　彦

57 報道関係 　東海ラジオ放送株式会社　三重支局長 澤　田　　　啓

58 報道関係 　東海テレビ放送株式会社　三重支社長 小　川　貴　正

59 報道関係 　名古屋テレビ放送株式会社　三重支社長 小　島　　　淳

60 報道関係 　中京テレビ放送株式会社　三重支局長 太　田　恵　三

61 報道関係 　株式会社ＺＴＶ　取締役社長 田　村　憲　司

62 報道関係 　三重エフエム放送株式会社　代表取締役社長 丹　羽　　　勇

合計：６９名

顧問：７名、参与：６２名



委　員

1 市実施競技 　津市なぎなた協会　会長 工　藤　　　隆

2 市実施競技 　津地区柔道会　副会長 安　井　敏　明

3 市実施競技 　津レスリング協会　会長 吉　田　栄　利

4 市実施競技 　津市ボウリング協会　事務局長 木　原　剛　弘

5 市実施競技 　津市バレーボール協会　会長 伊　藤　雅　朗

6 市実施競技 　津市ヨット協会　理事 一　色　　　博

7 市実施競技 　一般財団法人三重県高等学校野球連盟　専務理事 鵜　飼　　　治

8 市実施競技 　津市バスケットボール協会　会長 大　島　康　裕

9 市実施競技 　津市ライフル射撃協会　会長 藤野原　眞　治

10 スポーツ関係 　津市中学校体育連盟　会長 山 　口　 　勉

11 スポーツ関係 　津市スポーツ少年団本部　本部長 海　津　行　正

12 スポーツ関係 　津市スポーツ・レクリエーション協会　理事長 鈴　木　寿　子

13 スポーツ関係 　(公社）日本３Ｂ体操協会　三重県支部　支部長 松　下　節　子

14 スポーツ関係 　三重県スポーツ吹矢協会　会長 西　川　　　稔

15 スポーツ関係 　三重県障がい者スポーツ協会　事務局長 伊　藤　ひとみ

16 産業・経済関係 　津市商業団体連合会　会長 三　藤　治　喜

17 産業・経済関係 　津商工会議所青年部　会長 尾　﨑　正　彦

18 産業・経済関係 　津商工会議所女性会　会長 加　瀬　由美子

19 産業・経済関係 　津北商工会　会長 水　谷　博　之

20 産業・経済関係 　津市商工会　会長 山　川　芳　春

21 教育関係 　津市私立幼稚園・認定こども園協会　会長 山　中　　　理

22 教育関係 　津私立保育園協議会　会長 玉　置　里　司

23 教育関係 　津市ＰＴＡ連合会　会長 石　川　禎　紀

24 教育関係 　日本ボーイスカウト三重連盟　理事長 山　本　　　幹

25 教育関係 　一般社団法人ガールスカウト三重県連盟　三重県第７団　団委員長 柴　田　尚　子

26 健康・福祉関係 　津市民生委員児童委員連合会　会長 速　水　正　美

27 健康・福祉関係 　日本赤十字社三重県支部　事務局長 松　田　克　己

28 健康・福祉関係 　津市障害者福祉連合会　会長 井 　上　 　修

29 健康・福祉関係 　津市手をつなぐ親の会連合会　会長 高 鶴 か ほ る

30 健康・福祉関係 　津市精神保健福祉連合会　会長 藤　川　保　代

31 交通関係 　津地区交通安全協会　会長 池　田　  　潔

32 交通関係 　津南地区交通安全協会　会長 石　川　紀　男

33 インフラ関係 　日本郵便株式会社　津中央郵便局長 寺　西　仁　志

34 インフラ関係 　西日本電信電話株式会社　三重支店長 大　西　秀　隆

35 インフラ関係 　中部電力株式会社　津営業所長 戎　屋　哲　司

36 宿泊・観光・衛生関係 　津安芸農業協同組合　経営管理委員会会長 川　辺　千　秋

37 宿泊・観光・衛生関係 　三重中央農業協同組合　代表理事組合長 前　田　孝　幸

38 宿泊・観光・衛生関係 　白塚漁業協同組合　代表理事組合長 伊　藤　和　博

39 宿泊・観光・衛生関係 　香良洲漁業協同組合　代表理事組合長 近　藤　典　也

40 宿泊・観光・衛生関係 　一般社団法人　全国旅行業協会　三重県支部　支部長 小　西　靖　司

41 宿泊・観光・衛生関係 　三重県飲食業生活衛生同業組合　理事長 中　田　正　己



委　員

42 宿泊・観光・衛生関係 　津市物産振興会　会長 杉　本　賢　一

43 宿泊・観光・衛生関係 　津エアポートライン株式会社　代表取締役 小　嶋　光　信

44 宿泊・観光・衛生関係 　近畿日本鉄道株式会社　津駅長 安　田　英　生

45 宿泊・観光・衛生関係 　伊勢鉄道株式会社　代表取締役専務　 岩　崎　栄　一

46 宿泊・観光・衛生関係 　公益社団法人三重県バス協会　会長 雲　井  　　敬

47 宿泊・観光・衛生関係 　三重交通株式会社　代表取締役会長 小　倉　敏　秀

48 宿泊・観光・衛生関係 　一般社団法人三重県タクシー協会　津支部長 村　田　友　和

49 宿泊・観光・衛生関係 　中日本高速道路株式会社名古屋支社　支社長 近　藤　清　久

50 社会・市民団体 　津市ボランティア協議会　会長 高　尾　行　信

51 社会・市民団体 　津市老人クラブ連合会　会長 西　川　明　正

52 社会・市民団体 　津市婦人会連絡協議会　会長 須　山　美智子

53 社会・市民団体 　津ロータリークラブ　会長 黒　川　正　機

54 社会・市民団体 　津北ロータリークラブ　会長 楠　井　嘉　行

55 社会・市民団体 　津南ロータリークラブ　会長 林　  　裕　行

56 社会・市民団体 　久居ロータリークラブ　会長 棚　橋 　 　裕

57 社会・市民団体 　津ライオンズクラブ　会長 福　島　鉄　男

58 社会・市民団体 　津中央ライオンズクラブ　会長 横　山　浩　之

59 社会・市民団体 　久居ライオンズクラブ　会長 藤　谷　増　郎

60 社会・市民団体 　津西ライオンズクラブ　第一副会長 西　山　実　江

61 社会・市民団体 　公益社団法人　津青年会議所　理事長 細　野　勝　雅

62 社会・市民団体 　津市国際交流協会　会長 山　口　久　彦

委員：６２名
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