
(順不同・敬称略）

№ 氏　　　　名 所属 備考

1 田村　信雄 内野・五十嵐まちづくり協議会　会長 １号委員

2 寺瀬　千恵 西内野コミュニティ協議会　副会長 １号委員

3 小林　邦太郎 コミュニティ中野小屋　副会長 １号委員

4 髙島　圭介 コミュニティ佐潟　副会長 １号委員

5 小林 勉 坂井輪中学校区まちづくり協議会　副会長 １号委員

6 ○ 下川　照雄 坂井輪小・小新中学校区まちづくり協議会　会長 １号委員

7 風間　一夫 東青山小学校区コミュニティ協議会　会長 １号委員

8 沢田　富夫 五十嵐小学校区コミュニティ協議会　副会長 １号委員

9 佐藤　昭 真砂小学校区コミュニティ協議会　会長 １号委員

10 田中 米三 青山小学校区コミュニティ協議会　総務部会長 １号委員

11 ◎ 岩脇　正之 小針小学校区コミュニティ協議会　会長 １号委員

12 大谷　一男 黒埼南ふれあい協議会　会長 １号委員

13 浅妻　茂行 大野校区ふれあい協議会　副会長 １号委員

14 ○ 渡辺　美弥子 立仏校区ふれあい協議会　副会長 １号委員

15 藤橋　雅廣 山田校区ふれあい協議会　会長 １号委員

16 中原　勝芳 佐潟と歩む赤塚の会　会員 ２号委員

17 五十嵐 加代子 子育ち応援サポートセンター うん まんま　代表 ２号委員

18 藤丸 圭子 西区民生委員児童委員会長連絡会　幹事 ２号委員

19 木村 優子 西区社会福祉協議会　副会長 ２号委員

20 永吉　秀司 新潟大学 教育学部　芸術環境講座　准教授 ２号委員

21 嘉藤 稜子 新潟大学大学院　教育学研究科　学生 ２号委員

22 藤田　美幸 新潟国際情報大学 情報文化学部情報システム学科  准教授 ２号委員

23 小林　直起 新潟国際情報大学 情報文化学部情報システム学科  学生 ２号委員

24 近藤　純子 西区ＰＴＡ連絡協議会　会員 ２号委員

25 古俣　民 西区老人クラブ連合会　理事 ２号委員

26 塩川　英男 新潟西商工会　会長 ２号委員

27 加野 麻理子 西区支え合いのしくみづくり会議  西区支え合いのしくみづくり推進員 ２号委員

28 渡邊　正友 元専門学校副校長 ３号委員

29 鍋谷　總子 元小学校長 ３号委員

30 高橋　伸絵 防災士 ３号委員

31 郷　扶二子 地域教育コーディネーター ３号委員

32 坂井　修 公募委員 ４号委員

33 佐野　恭子 公募委員 ４号委員

34 三富　正典 公募委員 ４号委員

35 山川　豊子 ＪＡ新潟みらい　赤塚支店　女性部　部長 ５号委員

36 高橋　由紀子 新潟市スポーツ推進委員連盟西区協議会　会長 ５号委員
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<通常部会>

部会名 担当分野 氏　　　　名 肩　　　　　　　書 人数 備考

田村　信雄 内野・五十嵐まちづくり協議会　会長

○ 寺瀬　千恵 西内野コミュニティ協議会　副会長

髙島　圭介 コミュニティ佐潟　副会長

小林 勉 坂井輪中学校区まちづくり協議会　副会長

下川　照雄 坂井輪小・小新中学校区まちづくり協議会　会長

沢田　富夫 五十嵐小学校区コミュニティ協議会　副会長

佐藤　昭 真砂小学校区コミュニティ協議会　会長

◎ 大谷　一男 黒埼南ふれあい協議会　会長

古俣　民 西区老人クラブ連合会　理事

渡邊　正友 元専門学校副校長

高橋　伸絵 防災士

三富　正典 公募委員

○ 風間　一夫 東青山小学校区コミュニティ協議会　会長

田中 米三 青山小学校区コミュニティ協議会　総務部会長

渡辺　美弥子 立仏校区ふれあい協議会　副会長

五十嵐 加代子 子育ち応援サポートセンター うん まんま　代表

藤丸 圭子 西区民生委員児童委員会長連絡会　幹事

木村 優子 西区社会福祉協議会　副会長

近藤　純子 西区ＰＴＡ連絡協議会　会員

加野 麻理子 西区支え合いのしくみづくり会議  西区支え合いのしくみづくり推進員

鍋谷　總子 元小学校長

◎ 郷　扶二子 地域教育コーディネーター

佐野　恭子 公募委員

高橋　由紀子 新潟市スポーツ推進委員連盟西区協議会　会長

小林　邦太郎 コミュニティ中野小屋　副会長

岩脇　正之 小針小学校区コミュニティ協議会　会長

○ 浅妻　茂行 大野校区ふれあい協議会　副会長

藤橋　雅廣 山田校区ふれあい協議会　会長

中原　勝芳 佐潟と歩む赤塚の会　会員

永吉　秀司 新潟大学 教育学部　芸術環境講座　准教授

嘉藤 稜子 新潟大学大学院　教育学研究科　学生

藤田　美幸 新潟国際情報大学 情報文化学部情報システム学科  准教授

小林　直起 新潟国際情報大学 情報文化学部情報システム学科  学生

◎ 塩川　英男 新潟西商工会　会長

坂井　修 公募委員

山川　豊子 ＪＡ新潟みらい　赤塚支店　女性部　部長

西区自治協議会　部会　所属一覧

※◎…部会長　　○…副部会長

第
１
部
会

防犯，防災，自然
環境，住環境，そ
の他西区自治協
議会が定めるも
の
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第
２
部
会

保健福祉，文化，
教育，その他西
区自治協議会が
定めるもの
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第
3
部
会

農林水産業，商
工業，交通，その
他西区自治協議
会が定めるもの

12



<特別部会>

部会名 担当分野 氏　　　　名 肩　　　　　　　書 人数 備考

寺瀬　千恵 西内野コミュニティ協議会　副会長

大谷　一男 黒埼南ふれあい協議会　会長

渡辺　美弥子 立仏校区ふれあい協議会　副会長

五十嵐 加代子 子育ち応援サポートセンター うん まんま　代表

小林　直起 新潟国際情報大学 情報文化学部情報システム学科  学生

◎ 鍋谷　總子 元小学校長

○ 佐野　恭子 公募委員

三富　正典 公募委員

風間　一夫 東青山小学校区コミュニティ協議会　会長

田中 米三 青山小学校区コミュニティ協議会　総務部会長

浅妻　茂行 大野校区ふれあい協議会　副会長

◎ 永吉　秀司 新潟大学 教育学部　芸術環境講座　准教授

嘉藤 稜子 新潟大学大学院　教育学研究科　学生

○ 渡邊　正友 元専門学校副校長

佐野　恭子 公募委員
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西区アートフェス
ティバルの企画・
実施に関するも
の

7

西区自治協議会　部会　所属一覧

※◎…部会長　　○…副部会長
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自治協議会広報
紙の編集に関す
るもの
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