
区分 氏名（敬称略） 府県市 ご出席

北村　嘉英 滋賀県 ○

塚本　能交 京都府

鳥井　信吾 大阪府

家次　恒 兵庫県

植田　良壽 奈良県

岡田　亜紀 和歌山県 ○

堀田　收 鳥取県

寺内　カツコ 徳島県 ○

前田　由香利 堺市

松本　正義 関西 ＜代理＞神田彰理事・地域連携部長

石井　智 滋賀県 ○

田中　誠二 京都府

福島　伸一 大阪府

高木　正皓 兵庫県 〇

松村　洋子 奈良県 ○

梅田　千景 和歌山県 ○

小谷　文夫 鳥取県

植田　佳宏 徳島県

杉本　節子 京都府

草野　とし子 滋賀県 ○

森　洋一 京都府 ○

澤井　貞子 大阪府

成田　康子 兵庫県 ○

竹中　昭美 和歌山県 ○

清水　正人 鳥取県 ○

齋藤　義郎 徳島県

前迫　ゆり 滋賀県 ○

小林　啓 大阪府

阪元　勇輝 奈良県 ○

大島　堅一 大阪市

室﨑　益輝 兵庫県 ○

植村　信吉 奈良県 ○

市場　美佐子 和歌山県 ○

青木　利博 神戸市 ○

濵田　弥生 滋賀県 ○

安井　美佐子 京都府 ○

大濱　進彦 大阪府

原　孝 兵庫県

西平　都紀子 和歌山県 ○

西村　早栄子 鳥取県 ○

松﨑　美穂子 徳島県

田中　澪弥渚 京都市 ○

廣岡　和晃 関西 ○

佐野　由美 関西 ○

横山　幸司 滋賀県

新川　達郎 京都府 ○

加藤　恵正 大阪府

山下　淳 兵庫県 ○

伊藤　忠通 奈良県

伊東　千尋 和歌山県 ○

西村　教子 鳥取県

加渡　いづみ 徳島県

秋山　喜久 関西 ○

辻村　琴美 滋賀県 ○

浦尾　たか子 京都府 ○

河村　政博 大阪府 ○

木田　薫 兵庫県

中野　聖子 奈良県

石倉　大裕 和歌山県

寺坂　純子 鳥取県 ○

青木　正繁 徳島県

藤原　保幸 関西

伊藤　定勉 関西 ○

山本　尚生 関西 ○

杉浦　和人 関西

深澤　義彦 鳥取県

影治　信良 徳島県 ○

３７名出席合計　６７名

関西広域連合協議会第６期委員名簿
（第23回関西広域連合協議会出席委員名簿）

近畿ブロック
地方団体等

近畿市長会会長（兵庫県伊丹市長）

近畿府県町村会会長（滋賀県豊郷町長）

近畿市議会議長会会長（大阪府大阪狭山市議会議長）

近畿府県町村議会議長会会長（滋賀県日野町議会議長）

鳥取県市長会会長（鳥取市長）

徳島県町村会会長（美波町長）

元関西広域機構分権改革推進本部本部長

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

公募委員

公益財団法人21世紀職業財団関西事務所所長

有識者

滋賀大学教授兼社会連携センター長

同志社大学名誉教授

兵庫県立大学特任教授

元関西学院大学教授

奈良県立大学名誉教授

和歌山大学学長

公立鳥取環境大学国際交流センター　センター長

四国大学短期大学部教授

コミュニティ等

滋賀県生活協同組合連合会理事

京都府連合婦人会会長

日本労働組合総連合会京都府連合会会長

環境
・エネルギー

大阪産業大学大学院教授

一般財団法人関西環境管理技術センター理事長

奈良学園大学保健医療学部教授

龍谷大学政策学部教授

防災

兵庫県立大学名誉教授・神戸大学名誉教授

NPO法人奈良県防災士会副理事長兼相談役

和歌山イコール会議幹事防災部会長

神戸防災技術者の会（K-TEC)幹事

兵庫県連合自治会会長

NPO法人紀州お祭りプロジェクト会長

NPO法人智頭の森こそだち舎理事長

NPO法人子育て支援ネットワークとくしま理事長

京都学生広報部（京都女子大学２回生）

医療・福祉

滋賀県看護協会会長

京都府医師会顧問

大阪府医師会理事

兵庫県看護協会会長

和歌山県老人福祉施設協議会会長

鳥取県医師会副会長

徳島県医師会会長

大阪府消防協会会長

京都府観光連盟会長

大阪観光局会長

兵庫県生涯スポーツ連合会長

奈良県公認ツアーエキスパーツの会代表

和歌山県体育協会副会長

鳥取県観光連盟会長

大歩危・祖谷いってみる会会長

公益財団法人奈良屋記念杉本家保存会常務理事兼事務局長

関西経済連合会会長

分野 主な役職

地
域
団
体
等

産業・経済
・インフラ

滋賀県中小企業団体中央会会長

京都府商工会議所連合会会長

大阪商工会議所会頭

兵庫県商工会議所連合会会頭

奈良商工会議所副会頭

和歌山県商工会議所機械金属工業部会副部会長

鳥取県商工会議所連合会副会長

徳島商工会議所会頭

堺商工会議所女性会会長

観光・文化
・スポーツ

びわこ成蹊スポーツ大学教授



第23回関西広域連合協議会 関西広域連合　出席者

氏　名
構成団体に
おける役職

仁坂 吉伸 広域連合長
広域職員研修担当
農林水産振興担当

和歌山県知事

三日月 大造 委員 広域環境保全担当 滋賀県知事

飯泉 嘉門 委員 広域医療担当 徳島県知事

山下 晃正 副委員
広域観光・文化・スポーツ振興担当
2025年大阪・関西万博副担当

京都府副知事

海老原 諭 副委員
広域産業振興担当
2025年大阪・関西万博担当

大阪府副知事

片山 安孝 副委員
広域防災担当
スポーツ振興担当

兵庫県副知事

村井 浩 副委員
広域防災副担当
広域観光・文化・スポーツ振興副担当

奈良県副知事

亀井 一賀 副委員
ジオパーク担当
スポーツ振興副担当

鳥取県副知事

坂越 健一 副委員 広域観光・文化・スポーツ振興副担当 京都市副市長

山本 剛史 副委員
広域産業振興副担当
2025年大阪・関西万博副担当

大阪市副市長

中野 時浩 副委員 広域産業振興副担当 堺市副市長

小原 一徳 副委員 広域防災副担当 神戸市副市長

関西広域連合委員会における役職及び担当


