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いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会
実行委員会委員一覧

役　職 選出区分 機関・団体名および役職 氏　名
会長

（委員長） 県関係 茨城県知事 大井川和彦

副会長
（副委員長）

県議会関係 茨城県議会議長 川津隆

県関係 茨城県副知事 小野寺俊
茨城県副知事 宇野善昌

県教委関係 茨城県教育委員会教育長 柴原宏一

市町村関係
茨城県市長会長 山口伸樹
茨城県町村会長 染谷森雄
水戸市長 高橋靖

県体協関係 公益財団法人茨城県
体育協会会長 大井川和彦

常任委員

県議会関係

茨城県議会副議長 福地源一郎
茨城県議会
総務企画委員会委員長 萩原勇

茨城県議会
防災環境産業委員会委員長 岡田拓也

茨城県議会
保健福祉医療委員会委員長 戸井田和之

茨城県議会営業戦略
農林水産委員会委員長 加藤明良

茨城県議会
土木企業委員会委員長 島田幸三

茨城県議会
文教警察委員会委員長 星田弘司

県関係

茨城県総務部長 村上仰志
茨城県総務部知事公室長 石毛光子
茨城県政策企画部長 玉川明
茨城県県民生活環境部長 矢口和博
茨城県防災・危機管理部長 服部隆全
茨城県保健福祉部長 木庭愛
茨城県福祉担当部長 関清一
茨城県営業戦略部長 堀江英夫
茨城県産業戦略部長 小泉元伸
茨城県農林水産部長 今野憲太郎
茨城県土木部長 伊藤高
茨城県国体・障害者
スポーツ大会局長 石田奈緒子

茨城県企業局長 澤田勝
茨城県病院事業管理者 五十嵐徹也
茨城県警察本部長 種部滋康

県教育関係 茨城県教育委員会委員
（教育長職務代理者） 内藤學

市町村関係

茨城県市議会議長会会長 安藏栄
茨城県町村議会議長会会長 今村和章
茨城県市町村教育委員会
連合会会長 中村和幸

スポーツ関係

公益財団法人茨城県
体育協会顧問 堀口卓司郎

公益財団法人茨城県
体育協会副会長 髙山能昌

茨城県レクリエーション
協会会長 岡田広

茨城県スポーツ推進委員
協議会会長 石島邦行

茨城県スポーツ推進審議会
委員長 巽申直

茨城県障害者
スポーツ・文化協会会長 大井川和彦

茨城県総合型地域スポーツ
クラブ協議会会長 小野忠志

茨城県中学校体育連盟会長 雨海祐彦
茨城県高等学校体育連盟会長 藤田知巳

学校関係 茨城県学校長会会長 鬼澤真寿
茨城県高等学校長協会協会長 村田一弘

役　職 選出区分 機関・団体名および役職 氏　名
学校関係 茨城県私学協会会長 鈴木康之

産業・経済関係 一般社団法人茨城県経営者
協会会長 加子茂

茨城県商工会議所連合会会長 大久保博之

常任委員

産業・経済関係

茨城県商工会連合会会長 外山崇行
茨城県中小企業団体
中央会会長 阿部真也

公益社団法人日本青年会議所関
東地区茨城ブロック協議会会長 石塚勝

通信・運輸関係 一般社団法人
茨城県バス協会会長 松上英一郎

宿泊・観光関係 一般社団法人
茨城県観光物産協会会長 大井川和彦

医療・福祉関係

一般社団法人
茨城県医師会会長 諸岡信裕

社会福祉法人茨城県
社会福祉協議会会長 森戸久雄

社会団体関係

チャレンジいばらき
県民運動理事長 幡谷浩史

茨城県女性団体連盟会長 三富和代
茨城県地域女性団体連絡会
会長 櫻井よう子

監事
県関係 茨城県会計管理者 池畑直美

市町村関係 茨城県市長会・町村会常務
理事兼事務局長 今関裕夫

委員

県議会関係

茨城県議会議長 川津隆
茨城県議会副議長 福地源一郎
茨城県議会総務企画委員会
委員長 萩原勇

茨城県議会防災環境産業委
員会委員長 岡田拓也

茨城県議会保健福祉医療委
員会委員長 戸井田和之

茨城県議会営業戦略農林水
産委員会委員長 加藤明良

茨城県議会土木企業委員会
委員長 島田幸三

茨城県議会文教警察委員会
委員長 星田弘司

県関係

茨城県副知事 小野寺俊
茨城県副知事 宇野善昌
茨城県総務部長 村上仰志
茨城県総務部知事公室長 石毛光子
茨城県政策企画部長 玉川明
茨城県県民生活環境部長 矢口和博
茨城県防災・危機管理部長 服部隆全
茨城県保健福祉部長 木庭愛
茨城県福祉担当部長 関清一
茨城県営業戦略部長 堀江英夫
茨城県産業戦略部長 小泉元伸
茨城県農林水産部長 今野憲太郎
茨城県土木部長 伊藤高
茨城県国体・障害者
スポーツ大会局長 石田奈緒子

茨城県企業局長 澤田勝
茨城県病院事業管理者 五十嵐徹也
茨城県警察本部長 種部滋康
茨城県教育委員会教育長 柴原宏一

県教育関係 茨城県教育委員会委員
（教育長職務代理者） 内藤學

市町村関係 茨城県市議会議長会会長 安藏栄
茨城県町村議会議長会会長 今村和章
茨城県市町村教育委員会
連合会会長 中村和幸

令和元年９月28日現在
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役職 選出区分 機関・団体名および役職 氏　名

委員

市町村関係

茨城県市長会長 山口伸樹
茨城県町村会長 染谷森雄
水戸市長 高橋靖
日立市長 小川春樹
土浦市長 中川清
古河市長 針谷力
石岡市長 今泉文彦
結城市長 小林栄
龍ケ崎市長 中山一生
下妻市長 菊池博
常総市長 神達岳志
常陸太田市長 大久保太一
高萩市長 大部勝規
北茨城市長 豊田稔
笠間市長 山口伸樹
取手市長 藤井信吾
牛久市長 根本洋治
つくば市長 五十嵐立青
ひたちなか市長 大谷明
鹿嶋市長 錦織孝一
潮来市長 原浩道
守谷市長 松丸修久
常陸大宮市長 三次真一郎
那珂市長 先﨑光
筑西市長 須藤茂
坂東市長 木村敏文
稲敷市長 筧信太郎
かすみがうら市長 坪井透
桜川市長 大塚秀喜
神栖市長 石田進
行方市長 鈴木周也
鉾田市長 岸田一夫
つくばみらい市長 小田川浩
小美玉市長 島田穣一
茨城町長 小林宣夫
大洗町長 小谷隆亮
城里町長 上遠野修
東海村長 山田修
大子町長 高梨哲彦
美浦村長 中島栄
阿見町長 千葉繁
河内町長 雜賀正光
八千代町長 谷中聰
五霞町長 染谷森雄
境町長 橋本正裕
利根町長 佐々木喜章

スポーツ
関係

公益財団法人茨城県体育協会会長 大井川和彦
公益財団法人茨城県体育協会顧問 堀口卓司郎
公益財団法人茨城県体育協会
副会長 髙山能昌

公益財団法人茨城県体育協会
専務理事 根本聡

茨城県レクリエーション協会会長 岡田広
茨城県スポーツ推進
委員協議会会長 石島邦行

茨城県スポーツ推進審議会委員長 巽申直
茨城県障害者スポーツ・文化
協会会長 大井川和彦

茨城県総合型地域
スポーツクラブ協議会会長 小野忠志

茨城県中学校体育連盟会長 雨海祐彦
茨城県高等学校体育連盟会長 藤田知巳
茨城県高等学校野球連盟会長 塚本敏雄
茨城県女子体育連盟会長 井坂惠子

競技団体

茨城県水泳連盟会長 関口毅
茨城県ボート協会会長 原浩道
茨城県セーリング連盟会長 錦織孝一
茨城県カヌー協会会長 川口浩
一般財団法人茨城陸上競技協会
会長 櫻井洋二

役職 選出区分 機関・団体名および役職 氏　名

委員

競技団体

公益財団法人茨城県サッカー
協会会長 海野透

茨城県テニス協会会長 黒澤弘忠
茨城ホッケー協会会長 下路健次郎
茨城県ボクシング連盟会長 中島成雄
茨城県バレーボール協会会長 梶山弘志
茨城県体操協会会長 飯田稔
茨城県バスケットボール協会会長 薄井宏美
茨城県レスリング協会会長 田山東湖
茨城県ウエイトリフティング
協会会長 阿部敏博

茨城県ハンドボール協会会長 会田真一
茨城県自転車競技連盟会長 葉梨康弘
茨城県ソフトテニス連盟会長 下妻利之
茨城県卓球連盟会長 川田進
茨城県軟式野球連盟会長 葉梨衛
茨城県相撲連盟会長 関和夫
茨城県馬術連盟会長 白田信夫
茨城県フェンシング協会会長 加藤明良
茨城県柔道連盟会長 萩原榮
茨城県ソフトボール協会会長 岸根壽英
茨城県バドミントン協会会長 手塚克彦
茨城県弓道連盟会長 久保田清
茨城県ライフル射撃協会会長 來栖行正
一般財団法人茨城県剣道連盟会長 小倉培夫
茨城県ラグビーフットボール
協会会長 岡部英男

茨城県山岳連盟会長 二階堂章信
茨城県アーチェリー協会会長 中川喜久治
茨城県空手道連盟会長 西條昌良
茨城県銃剣道連盟会長 新谷和也
茨城県クレー射撃協会会長 沼田利光
茨城県なぎなた連盟会長 岡田広
茨城県ボウリング連盟会長 葉梨康弘
茨城県アマチュアゴルフ連盟会長 酒井信
茨城県トライアスロン協会会長 伊沢勝徳

学校関係

茨城県学校長会会長 鬼澤真寿
茨城県高等学校長協会協会長 村田一弘
茨城県私学協会会長 鈴木康之
茨城大学学長 三村信男
筑波大学学長 永田恭介
流通経済大学学長 野尻俊明
一般社団法人茨城県専修学校
各種学校連合会会長 八文字典昭

茨城県幼稚園・認定こども園
連合会会長 春原孝政

産業・経済
関係

一般社団法人茨城県経営者協会会長 加子茂
茨城県商工会議所連合会会長 大久保博之
茨城県商工会連合会会長 外山崇行
茨城県中小企業団体中央会会長 阿部真也
公益社団法人日本青年会議所
関東地区茨城ブロック協議会会長 石塚勝

一般社団法人茨城県銀行協会理事長 笹島律夫
茨城県信用金庫協会会長 塙由博
茨城県信用組合協会会長 渡邉武
茨城県農業協同組合中央会会長 佐野治
茨城県森林組合連合会代表理事会長 佐川卓政
茨城沿海地区漁業協同組合
連合会代表理事会長 飛田正美

茨城県建設業協会会長 石津健光

通信・運輸
関係

一般社団法人茨城県バス協会会長 松上英一郎
東日本旅客鉄道株式会社水戸支社長 雨宮愼吾
東日本電信電話株式会社茨城支店長 松本健一郎
一般社団法人茨城県
ハイヤー・タクシー協会会長 出野清秀

公益財団法人茨城県開発公社理事長 今瀬肇

宿泊・観光
関係

一般社団法人茨城県観光物産協会会長 大井川和彦
茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合
理事長 吉岡昭文

公益社団法人茨城県食品衛生協会会長 米川幸雄
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役職 選出区分 機関・団体名および役職 氏　名

委員

宿泊・観光
関係

茨城県旅行業協会会長 木村進
公益社団法人茨城県栄養士会会長 入江三弥子

医療 ･ 福祉
関係

一般社団法人茨城県医師会会長 諸岡信裕
公益社団法人茨城県歯科医師会会長 森永和男
公益社団法人茨城県薬剤師会会長 横濱明
公益社団法人茨城県看護協会会長 白川洋子
社会福祉法人茨城県社会福祉協議会
会長 森戸久雄

日本赤十字社茨城県支部支部長 大井川和彦

警備・消防
関係

一般財団法人茨城県交通安全協会会長 曽雌哲雄
公益財団法人茨城県防犯協会理事長 人見實徳
公益財団法人茨城県消防協会会長 葉梨衛

社会団体
関係

チャレンジいばらき県民運動理事長 幡谷浩史
茨城県女性団体連盟会長 三富和代
茨城県地域女性団体連絡会会長 櫻井よう子
公益財団法人茨城県老人クラブ
連合会会長 伊藤達也

茨城県社会教育振興協議会会長 儘田茂樹
茨城県青年団体連盟会長 佐川雄太
公益財団法人いばらき文化振興財団
理事長 後藤四朗

茨城文化団体連合会長 人見實徳
公益社団法人茨城県青少年育成
協会会長 大窪修二

一般社団法人茨城県子ども会育成
連合会理事長 町田満

日本ボーイスカウト茨城県連盟理事長 八木雄二
一般社団法人ガールスカウト
茨城県連盟連盟長 臼井多賀子

茨城県高等学校ＰＴＡ連合会会長 中村慎一
茨城県ＰＴＡ連絡協議会会長 山本主税

顧問 国会議員

衆議院議員 青山大人
衆議院議員 浅野哲
衆議院議員 石井啓一
衆議院議員 石川昭政
衆議院議員 梶山弘志
衆議院議員 神田裕
衆議院議員 国光あやの
衆議院議員 田所嘉徳
衆議院議員 永岡桂子
衆議院議員 中村喜四郎
衆議院議員 額賀福志郎
衆議院議員 葉梨康弘
参議院議員 石井章
参議院議員 岡田広
参議院議員 小沼巧
参議院議員 郡司彰
参議院議員 上月良祐

参与 県議会議員

茨城県議会議員 高崎進
茨城県議会議員 玉造順一
茨城県議会議員 江尻加那
茨城県議会議員 舘静馬
茨城県議会議員 髙安博明
茨城県議会議員 村本修司
茨城県議会議員 齋藤英彰
茨城県議会議員 八島功男
茨城県議会議員 伊沢勝徳
茨城県議会議員 安藤真理子
茨城県議会議員 森田悦男
茨城県議会議員 中村はやと
茨城県議会議員 髙橋勝則
茨城県議会議員 谷島洋司
茨城県議会議員 臼井平八郎
茨城県議会議員 坂本隆司
茨城県議会議員 飯塚秋男
茨城県議会議員 飯田智男
茨城県議会議員 金子晃久
茨城県議会議員 石井邦一
茨城県議会議員 西野一
茨城県議会議員 豊田茂

役職 選出区分 機関・団体名および役職 氏　名

参与

県議会議員

茨城県議会議員 常井洋治
茨城県議会議員 村上典男
茨城県議会議員 中村修
茨城県議会議員 川口政弥
茨城県議会議員 沼田和利
茨城県議会議員 山岡恒夫
茨城県議会議員 田村けい子
茨城県議会議員 鈴木将
茨城県議会議員 山中たい子
茨城県議会議員 塚本一也
茨城県議会議員 海野透
茨城県議会議員 磯崎達也
茨城県議会議員 二川英俊
茨城県議会議員 田口伸一
茨城県議会議員 藤島正孝
茨城県議会議員 小川一成
茨城県議会議員 鈴木定幸
茨城県議会議員 遠藤実
茨城県議会議員 水柿一俊
茨城県議会議員 設楽詠美子
茨城県議会議員 石塚隼人
茨城県議会議員 半村登
茨城県議会議員 細谷典幸
茨城県議会議員 外塚潔
茨城県議会議員 白田信夫
茨城県議会議員 村田康成
茨城県議会議員 西條昌良
茨城県議会議員 本澤徹
茨城県議会議員 長谷川重幸
茨城県議会議員 山野井浩
茨城県議会議員 下路健次郎
茨城県議会議員 葉梨衛

県教委関係

茨城県教育委員会委員 和田由香
茨城県教育委員会委員 川上美智子
茨城県教育委員会委員 江原陽子
茨城県教育委員会委員 中田俊之
茨城県教育委員会委員 市原健一

国関係

自衛隊茨城地方協力本部長 野口紀幸
関東森林管理局
茨城森林管理署長 岡井芳樹

関東運輸局茨城運輸支局長 辻正剛
水戸地方気象台長 大友猛
関東地方整備局
常陸河川国道事務所長 原田昌直

報道関係

茨城新聞社代表取締役社長 沼田安広
毎日新聞社水戸支局長 本多健
読売新聞社水戸支局長 本間雅江
朝日新聞社水戸総局長 蛭牟田繁
産經新聞水戸支局長 三浦馨
東京新聞水戸支局長 佐藤圭
日本経済新聞社水戸支局長 伊東義章
日刊工業新聞社茨城支局長 山路薫
日本工業新聞社東関東支局長 日出間和貴
時事通信社水戸支局長 小嶋淳生
共同通信社水戸支局長 井口真介
日本放送協会水戸放送局長 中原常雄
茨城放送代表取締役社長 北島重司
日本テレビ水戸支局長 齋藤直人
ＴＢＳテレビ水戸駐在員 飯島哲平
フジテレビ水戸支局長 寺尾伸幸
テレビ朝日水戸支局長 渡辺厚太
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区　分 機関・団体名および役職 氏名
委員長 茨城県商工会議所連合会会長 大久保博之

副委員長
一般社団法人茨城県経営者協会会長 加子茂
茨城県商工会連合会会長 外山崇行
茨城県中小企業団体中央会会長 渡邉武

産業・経済団体

一般社団法人茨城県銀行協会理事長 笹島律夫
茨城県信用金庫協会会長 塙 由博
茨城県信用組合協会会長 渡邉武
茨城県農業協同組合中央会会長 佐野治
茨城県建設業協会会長 石津健光

通信運輸団体 一般社団法人茨城県バス協会会長 松上英一郎

宿泊・観光団体
一般社団法人茨城県観光物産協会会長 大井川和彦
茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合
理事長 吉岡昭文

医療・福祉団体

一般社団法人茨城県医師会会長 諸岡信裕
公益社団法人茨城県歯科医師会会長 森永和男
公益社団法人茨城県薬剤師会会長 根本清美
社会福祉法人茨城県社会福祉協議会会長 関正夫

社会団体
茨城県女性団体連盟会長 服部惠子
茨城県地域女性団体連絡会会長 櫻井よう子
チャレンジいばらき県民運動理事長 幡谷浩史

スポーツ団体 公益財団法人茨城県体育協会会長 大井川和彦
茨城県障害者スポーツ・文化協会会長 大井川和彦

県内代表企業 株式会社筑波銀行頭取 藤川雅海 
株式会社日立製作所日立事業所事業所長 柳澤志好 

●総務企画専門委員会委員
区分 機関・団体名および役職 氏名

委員長 公益財団法人茨城県体育協会専務理事 根本聡
副委員長 公益財団法人茨城県体育協会副会長 村島英嗣

体育・スポーツ

茨城県スポーツ推進審議会委員長 巽申直
茨城県スポーツ推進委員協議会副会長 柴沼一夫
茨城県高等学校体育連盟会長 藤田知巳
茨城県中学校体育連盟会長 雨海祐彦

学識経験者 流通経済大学スポーツ健康科学部教授 柴田一浩

産業経済
茨城県商工会議所連合会常務理事・事務局長 卜部晴比古
茨城県商工会連合会専務理事 野澤   勝

市町村 茨城県市長会・町村会参与 塙雅博

県

茨城県政策企画部政策調整課長 眞家勝彦
茨城県総務部市町村課長 清水浩生
茨城県県民生活環境部参事兼生活文化課長 阿部哲郎
茨城県保健福祉部障害福祉課長 前川吉秀
茨城県警察本部警備部国体対策課長 立原達雄
茨城県教育庁総務企画部参事兼総務課長 入野浩美
茨城県教育庁学校教育部保健体育課長 益子雄行

●施設整備専門委員会委員
区分 機関・団体名および役職 氏名

委員長 公益財団法人茨城県体育協会副会長 堀口卓司郎
副委員長 公益財団法人茨城県体育協会事務局長 坂巻喜好

体育・スポーツ
公益財団法人茨城県体育協会理事 櫻井洋二
公益財団法人茨城県体育協会理事 武石好男
茨城県スポーツ推進審議会副委員長 柳沢和雄

学識経験者 筑波大学教授 清水紀宏
市町村 茨城県市長会・町村会事務局次長 塙雅博

学校
茨城県高等学校長協会副協会長 宇佐美浩
茨城県私学協会副会長 額賀修一

県

茨城県総務部市町村課課長 浅野幸男
茨城県保健福祉部障害福祉課課長 松山和規
茨城県土木部営繕課課長 小圷達也
茨城県土木部都市局都市整備課課長 池田久
茨城県教育庁総務企画部財務課課長 村田隆
茨城県教育庁学校教育部保健体育課課長 益子雄行

■募金・企業協賛推進委員

■専門委員会

●競技運営専門委員会委員
区分 機関・団体名および役職 氏名

委員長 県体育協会副会長 髙山能昌
副委員長 県体育協会常務理事 直江克也

体育・スポーツ

県体育協会理事 黒澤弘忠
県体育協会理事 來栖行正
県体育協会理事 西澤良輔
県体育協会理事 岡田裕昭
県体育協会理事 棚谷稔
県体育協会理事 黒沢豊
県レクリエーション協会副会長 木本信男
県スポーツ推進委員協議会副会長 富澤富生
県高等学校体育連盟理事長 久保佳彦
県中学校体育連盟理事長 川原井勝雄

学識経験者 茨城大学教授 加藤敏弘

県

県教育庁学校教育部義務教育課長 岩田利美
県教育庁学校教育部高校教育課長 秋本光徳
県教育庁学校教育部保健体育課長 益子雄行
県保健福祉部障害福祉課長 前川吉秀

●広報・県民運動専門委員会委員
区分 機関・団体名および役職 氏名

委員長 茨城大学人文社会科学部教授 村上信夫
副委員長 日本放送協会水戸放送局放送部長 藤田一宏
学識経験者 筑波大学芸術専門学群准教授 原忠信

報道関係
株式会社茨城新聞社編集局長 小川敏正
株式会社茨城放送常務取締役 髙橋正良

体育・スポーツ関係 公益財団法人茨城県体育協会事務局長 坂巻喜好

学校関係

茨城県学校長会副会長 鬼澤真寿
茨城県高等学校長協会副協会長 宇佐美浩
公益社団法人茨城県私学教育振興会
業務執行理事 髙塚千史

産業・経済関係

茨城県商工会議所連合会専務理事 石川和宏
茨城県商工会連合会専務理事 野澤勝
茨城県農業協同組合中央会専務理事 深谷伊知郎
茨城沿海地区漁業協同組合連合会専務理事 吉田彰宏
公益社団法人日本青年会議所関東地区
茨城ブロック協議会運営専務 松田浩一

観光関係
一般社団法人茨城県観光物産協会専務理事 渡邊政美
茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合
女将の会会長 高橋采子

社会団体関係

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会副会長 森戸久雄
茨城県女性団体連盟副会長 三富和代
茨城県地域女性団体連絡会副会長 大槻たみ子
公益社団法人茨城県青少年育成協会副会長 鈴木一司

市町村関係 茨城県市長会・町村会次長 塙雅博

県関係
プロモーション戦略チームチームリーダー 松崎達人
茨城県県民生活環境部
女性活躍・県民協働課長 大谷恵美子

●宿泊・衛生専門委員会委員
区分 機関・団体名および役職 氏名

委員長 茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合理事長 吉岡昭文
副委員長 一般社団法人茨城県医師会事務局長 江尻善壽

宿泊・観光関係

一般社団法人日本旅行業協会
関東支部茨城県地区委員会長 柳沢一道

一般社団法人茨城県旅行業協会会長 木村進
一般社団法人茨城県観光物産協会理事 柳沢一道

医療関係

公益社団法人茨城県歯科医師会常務理事 小林不律
公益社団法人茨城県薬剤師会職能対策委員 小沼祐之
公益社団法人茨城県看護協会専務理事 白川洋子
公益社団法人茨城県獣医師会副会長 田中宏和

食品衛生関係 公益社団法人茨城県食品衛生協会会長 米川幸雄
公益社団法人茨城県栄養士会会長 政安静子

平成31年３月7日現在

平成31年４月１日現在

平成31年３月22日現在

令和元年５月14日現在

平成30年11月28日現在

平成31年２月25日現在



207

食品衛生関係 一般社団法人茨城県調理師連合会会長 竹中俊夫
茨城県保健所長会会長 土井幹雄

県関係

茨城県保健福祉部厚生総務課課長 石橋秀治
茨城県保健福祉部医療政策課課長 須能浩信
茨城県保健福祉部医療人材課課長 砂押道大
茨城県保健福祉部疾病対策課技監兼課長 小林雅枝
茨城県保健福祉部障害福祉課課長 松山和規
茨城県保健福祉部薬務課課長 柴田隆之
茨城県保健福祉部生活衛生課技監兼課長 前田亨
茨城県営業戦略部販売流通課技監兼課長 川田和弘
茨城県農林水産部農業政策課課長 糸賀秀徳
茨城県農林水産部畜産課課長 根本和彦

●輸送・交通専門委員会委員
区分 機関・団体名および役職 氏名

委員長 一般社団法人茨城県バス協会専務理事 澤畠政志
副委員長 東日本旅客鉄道株式会社水戸支社輸送課長 原敏明

通信・運輸関係

一般社団法人茨城県
ハイヤー・タクシー協会専務理事 鬼澤秀通

茨城県レンタカー協会副会長 黒川進
東日本高速道路株式会社関東支社
水戸管理事務所管理担当課長 加藤満

学識経験者 筑波大学大学院
システム情報工学研究科准教授 谷口綾子

体育・スポーツ関係 公益財団法人茨城県体育協会事務局長 坂巻喜好

国関係
関東地方整備局常陸河川国道事務所
計画課長 岩崎史明

関東運輸局茨城運輸支局首席運輸企画専門官 勝家省司
市町村関係 ひたちなか市企画部企画調整課長 福地佳子

県関係

茨城県企画部交通政策課長 塙伸一
茨城県企画部空港対策課長 大川遵一
茨城県保健福祉部障害福祉課長 松山和規
茨城県土木部道路建設課長 松橋秀広
茨城県土木部技監兼道路維持課長 大山登志彦
茨城県警察本部交通部参事官兼交通総務課長 安田浩
茨城県警察本部交通部交通規制課長 薗部修

●式典専門委員会委員
区分 機関・団体名および役職 氏名

委員長 茨城大学名誉教授 梶原征剛

副委員長 筑波大学名誉教授
平成国際大学スポーツ健康学部長 村田芳子

学識経験者
東邦音楽大学特任教授 田中健次
筑波大学准教授 平山素子
劇作家 前島宏朗

体育・スポーツ
関係

公益財団法人茨城県体育協会事務局長 坂巻喜好
茨城県レクリエーション協会副会長 大森眞一
茨城県女子体育連盟理事長 大地久美子

学校関係 公立 茨城県学校長会会長 鬼澤真寿
茨城県高等学校長協会協会長 村田一弘

私立 茨城県私学協会副会長 吉田正俊

音楽関係

茨城県吹奏楽連盟理事長 川名孝夫
茨城県合唱連盟理事長 打越孝裕
茨城県警察本部警務部県民安心センター
音楽隊楽長 會澤秀之

文化関係 茨城文化団体連合事務局長 小林洋
報道関係 日本放送協会水戸放送局放送部長 小森達夫
市町村関係 ひたちなか市市民生活部国体推進課長 大和敏幸

県関係
茨城県警察本部警備部国体対策課長 立原達雄
茨城県教育庁総務企画部文化課長 市村志保
茨城県保健福祉部障害福祉課長 前川吉秀

●警備・消防専門委員会委員
区分 機関・団体名および役職 氏名

委員長 茨城県消防長会会長 根本一夫
副委員長 茨城県警察本部警備部国体対策課長 立原達雄

消防関係 ひたちなか・東海広域事務組合
消防本部警防課課長 武石多津夫

消防関係 那珂市消防本部警防課課長 宮田好男
警察関係 茨城県警察本部地域部参事官兼地域課長 木村光義
開・閉会式 
会場関係 笠松運動公園管理事務所所長 森田浩一

県関係

茨城県防災・危機管理部防災・
危機管理課長 飛田聡志

茨城県防災・危機管理部消防安全課長 宗像達夫
茨城県保健福祉部障害福祉課長 松山和規
茨城県教育庁学校教育部保健体育課長 益子雄行

●全国障害者スポーツ大会専門委員会
区分 機関・団体名および役職 氏名

委員長
一般社団法人茨城県身体障害者
福祉団体連合会会長 荻津和良
茨城県障害者スポーツ・文化協会副会長

福祉関係

一般社団法人茨城県身体障害者
福祉協議会会長 髙木昇

茨城県肢体不自由児者父母の会
連合会会長 御代川栄子

社会福祉法人茨城県視覚障害者協会
理事長 坂場篤視

一般社団法人茨城県聴覚障害者協会
会長 会沢隆典

一般社団法人茨城県心身障害者福祉
協会会長 住田福祉

一般社団法人茨城県手をつなぐ育成会
会長 矢野清

一般社団法人茨城県精神保健福祉会
連合会会長 古池源造

社会福祉法人茨城県社会福祉事業団理
事長 中島敏之

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会
常務理事兼事務局長 坂本達保

茨城県障がい者スポーツ指導者協議会
会長 及川力

茨城県車いすスポーツ連絡会会長 小松崎進

競技関係

公益財団法人茨城県体育協会副会長 堀口卓司郎
茨城県水泳連盟会長 関口毅
一般財団法人茨城陸上競技協会会長 櫻井洋二
公益財団法人茨城県サッカー協会会長 海野透
茨城県バレーボール協会会長 梶山弘志
一般社団法人茨城県バスケットボール
協会会長 薄井宏美

茨城県卓球連盟会長 川田進
茨城県ソフトボール協会会長 岸根壽英
茨城県アーチェリー協会会長 中川喜久治
茨城県ボウリング連盟理事長 久保正幸
茨城県障害者フライングディスク協会
会長 前島守雅

学校関係

茨城県特別支援学校長会会長 岡部しのぶ
茨城県立医療大学名誉教授 和田野安良
国立大学法人筑波技術大学教授 香田泰子
国立大学法人筑波大学准教授 齊藤まゆみ

市町村 茨城県市長会・茨城県町村会参事
兼企画振興課長 中村秀樹

会場地市

水戸市市長公室国体推進局国体競技課課長 大久保克哉
日立市総務部国体事務局競技運営課課長 玉置伸一
結城市教育委員会スポーツ振興課
国体推進室室長 松本修一

会場地市

常陸太田市企画部国体推進室室長 吉村智典
取手市教育委員会スポーツ生涯学習課
国体推進室室長 蛯原雅己

つくば市市民部国体推進課課長 横田修一
ひたちなか市市民生活部国体推進課
参事兼課長 大和敏幸

県
茨城県保健福祉部障害福祉課課長 松山和規
茨城県教育庁学校教育部特別支援
教育課課長 板橋幸子

平成30年１月31日現在

令和元年６月14日現在

平成31年２月６日現在

平成31年２月22日現在



208 資料等

●広報・県民運動専門委員会
国体花いっぱい運動推進部会委員

機関・団体名及び役職 氏名
部会長 茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室長 橋本由美子

副部会長 茨城県農業総合センター園芸研究所
花き研究室長 永井永久

委員
茨城県土木部道路維持課課長補佐 小野崎繁夫
茨城県立水戸農業高等学校教諭 小林秀人
茨城県花き園芸協会副会長 鈴木隆

マスコットキャラクター等選定部会委員
機関・団体名及び役職 氏名

部会長 茨城大学人文学部教授 村上信夫
副部会長 筑波大学芸術専門学群准教授 原忠信

委員

日本放送協会水戸放送局放送部長 岩坂昌彦
株式会社茨城新聞社取締役編集局長 井坂幸雄
株式会社茨城放送常務取締役 髙橋正良
茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合
女将の会会長 高橋采子

イメージソング審査部会委員
機関・団体名及び役職 氏名

部会長 茨城大学教育学部教授 田中健次
副部会長 日本放送協会水戸放送局放送部長 岩坂昌彦

委員
茨城県吹奏楽連盟理事長 川名孝夫
茨城県立笠間高等学校長 横須賀義章
作・編曲家 啼鵬

デザイン部会
機関・団体名及び役職 氏名

部会長 筑波大学芸術専門学群准教授 原忠信

副部会長 茨城県デザインセンター
デザインコーディネーター 西條友弥子

委員

茨城県高等学校文化連盟
美術・工芸部会事務局長 関谷隆志

茨城県工業技術センター副センター長 児玉弘人
茨城県営業戦略部
プロモーション戦略チームＰＲ戦略監 鈴木昌博

●宿泊・衛生専門委員会
宿泊部会委員

機関・団体名及び役職 氏名
部会長 茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合理事長 吉岡昭文

副部会長
一般社団法人日本旅行業協会関東支部茨城県
地区委員会長
一般社団法人茨城県旅行協会理事

柳沢一道

委員

一般社団法人茨城県旅行業協会会長 木村進
茨城県保健福祉部生活衛生課課長 前田亨
水戸市市長公室国体推進局国体競技課課長 大久保克哉
公益財団法人茨城県体育協会事業課長 橋本晃輝

医事・衛生部会委員
機関・団体名及び役職 氏名

部会長 一般社団法人茨城県医師会常任理事 佐藤貴也
副部会長 公益社団法人茨城県食品衛生協会会長 米川幸雄

委員

一般社団法人茨城県医師会事務局長 江尻善壽
公益社団法人茨城県歯科医師会茨城スポーツ・
健康づくり歯学協議会プロジェクトチーム委員
会委員長

荻野義重

公益社団法人茨城県薬剤師会職能対策委員 小沼祐之

■専門委員会各部会

委員

公益社団法人茨城県看護協会専務理事 白川洋子
茨城県保健所長会会長 土井幹雄
茨城県保健福祉部厚生総務課課長 石橋秀治
茨城県保健福祉部医療政策課課長 須能浩信
茨城県保健福祉部医療人材課課長 砂押道大
茨城県保健福祉部疾病対策課技監兼課長 小林雅枝
茨城県保健福祉部薬務課課長 柴田隆之
茨城県保健福祉部生活衛生課技監兼課長 前田亨
茨城県アスレティックトレーナー協議会
筑波大学体育系代表准教授 竹村雅裕

茨城県生活環境部廃棄物対策課課長 松浦浩生

標準献立部会委員
機関・団体名及び役職 氏名

部会長 公益社団法人茨城県栄養士会会長 政安静子
副部会長 一般社団法人茨城県調理師連合会会長 竹中俊夫

委員

茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合理事長 吉岡昭文
公益社団法人茨城県食品衛生協会会長 米川幸雄
茨城県保健福祉部生活衛生課長 前田亨
茨城県営業戦略部部販売流通課技監兼課長 川田和弘
茨城県農林水産部農業政策課長 糸賀秀徳

馬事衛生部会委員
機関・団体名及び役職 氏名

部会長 茨城県農林水産部畜産課長 根本和彦
副部会長 公益社団法人茨城県獣医師会副会長 田中宏和

委員
茨城県馬術連盟総務委員会委員 植松春樹
那珂市教育委員会教育部生涯学習課長 髙安正紀
茨城県県北家畜保健衛生所長 大内義尚

●式典専門委員会
運営部会

機関・団体名及び役職 氏名
部会長 平成国際大学教授 村田芳子
副部会長 茨城県体育協会事務局長 坂巻喜好

委員

茨城県吹奏楽連盟理事長 川名孝夫
茨城県立大洗高等学校教諭 有國淨光
日本放送協会水戸放送局放送部長 小森達夫
茨城文化団体連合事務局長 小林洋
茨城県警察本部警備部国体対策課課長 立原達雄

音楽部会
機関・団体名及び役職 氏名

部会長 東邦音楽大学特任教授 田中健次
副部会長 茨城県吹奏楽連盟理事長 川名孝夫

委員

茨城県合唱連盟理事長 打越孝裕
茨城県警察本部警務部県民安心センター音楽
隊楽長 會澤秀之

水戸市芸術振興財団音楽部門芸術監督 中村晃
県高等学校文化連盟前音楽部会長 横須賀義章
つくば市立光輝学園葛城小学校教諭 佐々木香織

演技部会
機関・団体名及び役職 氏名

部会長 劇作家 前島宏朗
副部会長 茨城県立大洗高等学校教諭 有國淨光

委員

筑波大学准教授 平山素子
茨城県女子体育連盟理事長 大地久美子
茨城県吹奏楽連盟マーチング事業部長 松﨑佳介
茨城大学講師 篠田明音

平成27年６月２日現在

平成30年６月25日現在

平成31年２月８日現在

平成31年２月８日現在

平成27年８月３日現在

平成30年６月26日現在

平成31年３月18日現在

令和元年６月14日現在

平成31年１月22日現在

令和元年６月14日現在

令和元年６月14日現在


