
【資料】 

１ 第５次広域計画策定委員会等委員名簿（敬称略） 

【任期 令和元年 7 月 1 日～令和２年 3 月 31 日】 

（１）計画策定委員会 1４名

※広域連合職員は令和元年 12 月より委員に委嘱

検討事項 

① 広域計画総論・基本構想

② 大北地域の広域行政の推進に関すること

③ 基本計画全体

（２）総務企画防災部会（課題別部会）11 名

氏 名 所属 役職 

委員長 田中 久登 大町市総務部企画財政課長 

副委員長 白沢 庄市 松川村総務課長 

委員 本堂 勝也 大町市総務部企画財政課企画調整係長 

委員 丸山 光一 池田町企画政策課長 

委員 塩川亜弥子 池田町企画政策課長補佐兼町づくり推進係長 

委員 梨子田大輔 松川村総務課政策企画係長 

委員 吉田 久夫 白馬村総務課参事兼課長 

委員 田中 洋介 白馬村総務課企画調整係長 

委員 横澤 勲 小谷村総務課長 

委員 千國 善之 小谷村総務課企画財政係長 

委員 鳥羽 秀行 北アルプス地域振興局企画振興課長補佐 

委員 片瀬 雅崇 北アルプス地域振興局企画振興課主査 

委員 傘木 徳実 北アルプス広域連合事務局長 

委員 降簱 寛次 北アルプス広域消防本部消防長 

氏 名 所属 役職 

部会長 田中 久登 大町市総務部企画財政課長 

副部会長 宮﨑 鉄雄 池田町総務課長 

部会委員 遠藤 久 大町市総務部消防防災課長 

部会委員 藤巻 孝之 大町市総務部情報交通課長 

部会委員 丸山 光一 池田町企画政策課長 

部会委員 中村 彰 松川村総務課統括課長補佐兼総務係長 

部会委員 丸山 英樹 松川村総務課長補佐兼情報統計係長 

部会委員 下川 浩毅 白馬村総務課長補佐兼総務係長 

部会委員 今井 志保 白馬村総務課財政係長 

部会委員 北村 幸治 小谷村総務課長補佐兼庶務係長 

部会委員 千國 善之 小谷村総務課企画財政係長 
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検討事項（基本計画） 

① ふるさと市町村圏事業の実施に関すること 

② 広域的課題の調査研究に関すること 

広域的な地域情報化の調査研究に関すること 

    その他広域にわたる重要な課題で第１９条に規定する広域連合長が別に 

定める事項に関すること 

③ 消防に関すること（消防団に関する事務並びに水利施設の設置、維持及び 

管理に関する事務を除く） 

④ 職員の共同研修及び派遣研修に関すること 

⑤ 広域的施設の設置、管理及び運営に関すること 

北アルプス市町村会館 

⑥ 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例により、広域連合が 

処理することとされた事務に関すること 

⑦ 情報処理システムの共同設置及び管理運営に関すること 

 

 

（３）保健福祉部会（課題別部会）7 名 

 

検討項目（基本計画） 

① 介護保険に関すること 

② 広域的施設の設置、管理及び運営に関すること 

養護老人ホーム（鹿島荘） 

介護老人保健施設（虹の家） 

認知症対応型共同生活介護を実施するための共同住宅（ひだまりの家） 

平日夜間急病医療センター 

③ 病院群輪番制病院運営費補助事業に関すること 

④ 在宅当番医制補助事業に関すること 

⑤ 在宅歯科当番医制補助事業に関すること 

⑥ 福祉施設等の建設に対する財政援助に関すること 

⑦ 養護老人ホーム等入所判定委員会に関すること 

⑧ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 

審査判定に関すること 

 

 氏 名 所属 役職 

部会長 北沢 一人 大町市民生部福祉課長 

副部会長 松澤 孝行 白馬村健康福祉課長 

部会委員 松澤まさみ 大町市民生部市民課長 

部会委員 宮本 瑞枝 池田町健康福祉課長 

部会委員 原  勇一 松川村福祉課長 

部会委員 太田  勝 小谷村住民福祉課長 

部会委員 石田 瑞穂 小谷村住民福祉課福祉係長 
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（４）環境衛生部会（課題別部会）６名 

 

検討項目（基本計画） 

① 広域的なごみ処理の推進に関すること 

② 広域的施設の設置、管理及び運営に関すること 

葬祭場 

北アルプスエコパーク 

大町リサイクルパーク 

 

 

（５）建設産業部会（課題別部会）10 名 

 

検討項目（基本計画） 

① 広域的観光振興に関すること 

② 市町村が行う公共土木事業に係る設計、積算及び工事監督に関する事務の 

うち当該市町村の長との協議により広域連合が処理することとなった事務に 

関すること 

 

 

 

 

 氏 名 所属 役職 

部会長 笠間 博康 大町市民生部生活環境課長 

副部会長 太田  勝 小谷村住民福祉課長 

部会委員 蜜澤 佳洋 池田町住民課長 

部会委員 宮澤 政洋 松川村住民課長 

部会委員 山岸 茂幸 白馬村住民課長 

部会委員 宮嶋 喜久 小谷村住民福祉課住民係長 

 氏 名 所属 役職 

部会長 古平 隆一 大町市建設水道部建設課長 

副部会長 宮澤  達 池田町産業振興課長 

部会委員 太田 三博 大町市産業観光部観光課長 

部会委員 丸山 善久 池田町建設水道課長 

部会委員 丸山  稿 松川村経済課長 

部会委員 太田 健一 松川村建設水道課長 

部会委員 太田 雄介 白馬村観光課長 

部会委員 矢口 俊樹 白馬村建設課長 

部会委員 北村 和則 小谷村建設水道課長 

部会委員 関  芳明 小谷村観光振興課長 
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（６）教育部会（課題別部会）5 名 

 

検討項目（基本計画） 

① 広域的施設の設置、管理及び運営に関すること 

視聴覚ライブラリー 

 氏 名 所属 役職 

部会長 志賀 一夫 大町市教育委員会生涯学習課長 

副部会長 榛葉  晃 松川村教育委員会社会教育課長 

部会委員 下條 浩久 池田町教育委員会生涯学習課長 

部会委員 関口 久人 白馬村教育委員会生涯学習スポーツ課長 

部会委員 鷲澤 美幸 小谷村教育委員会教育課長 
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