
会　長　（１）

越前町長

内　藤　俊　三

監　事　（２）

越前町代表監査委員 越前町教育委員会 教育長 越前町教育委員会 教育長職務代理者 越前町議会 議長 越前町区長会連合会 会長 越前町体育協会　会長 福井県議会議員 越前町議会 議長 越前町議会 副議長

児　玉　　忠 久　保　理惠子 春　木　誠　一 北　島　忠　幸 井　上　邦　夫 笠　原　秀　樹 島　田　欽　一 北　島　忠　幸 笠　原　秀　樹

越前町会計管理者 越前町教育委員会 教育委員 越前町教育委員会 教育委員 越前町議会総務文教厚生常任委員会委員長 越前町議会産業土木常任委員会委員長 越前町議会議会運営委員会委員長

上　坂　明　子 寺　阪　　　　眞 島　田　雅　子 青　柳　良　彦 齋　藤　　　　稔 佐々木　一　郎

越前町教育委員会 教育委員 鯖江警察署 署長 越前町議会議会広報特別委員会委員長 越前町議会議員 越前町議会議員

林　　　　角　栄 市　橋　貴　敏 田中　太左ヱ門 𠮷　村　春　男 木　村　　　　繁

鯖江・丹生消防組合消防本部消防長 越前町議会議員 越前町議会議員 越前町議会議員

山　岸　　勳 伊　部　良　美 米　沢　康　彦 藤　野　菊　信

越前町議会議員 越前町議会議員

南　　　　ゆかり 髙　田　浩　樹

越前町議会総務文教厚生常任委員会委員長 越前町商工会 会長 越前丹生農業協同組合　代表理事組合長 丹生郡森林組合 代表理事組合長 越前町漁業協同組合 副組合長 越前町観光連盟 会長 越前焼工業協同組合 代表理事 越前町老人クラブ連合会 会長 越前町壮年団連絡協議会 会長

青　柳　良　彦 森　下　定　信 樋　村　昌　宏 江ノ畑　一　郎 小　林　利　幸 内　藤　俊　三 吉　田　豊　一 木原　松右ェ門 鈴　木　一　郎

越前町連合婦人会 会長 越前町教育委員会 教育長 丹生郡医師会 会長 丹生郡校長会 会長 県立丹生高等学 校長 越前町スポーツ推進委員会 委員長 福井県ホッケー協会 副会長 福井県ホッケー協会　副会長 福井県ホッケー協会　理事長

仲　保　チエコ 久　保　理惠子 島　田　政　則 藤　本　正　人 山　口　明　彦 佐々木　正　純 佐々木　正　夫 善　里　嶺　信 樋　村　昌　宏

越前町ホッケー協会 会長 越前町ホッケー協会 副会長 越前町 副町長 総務企画・式典専門委員会委員長 競技･救護専門委員会委員長 歓迎宿泊･衛生専門委員会委員長 輸送交通･警備専門委員会委員長

春　木　誠　一 近　藤　博　德 野　　　　賢　一 武　藤　吉　明 松　村　　　満 西　　　　広　一 武　内　隆　敏

青少年育成越前町民会議　副会長 越前町民運動推進協議会　副会長 越前町保育部会 会長 越前町文化協議会 会長 越前町ボランティア連絡協議会 会長 越前町身体障害者協会 会長 朝日地域コミュニティ運営委員会 委員長 宮崎地域コミュニティ運営委員会 委員長 越前地域コミュニティ運営委員会 委員長

武　市　敏　宏 爲　國　信　一 内　藤　俊　穂 安　井　賢　二 髙　橋　健　一 𠮷　村　春　男 佐々木　正　純 内　田　寬　治 仲　保　チエコ

織田地域コミュニティ運営委員会 委員長 福井県ホッケー協会 副理事長 福井県ホッケー協会 副理事長 福井県ホッケー協会 副理事長 越前町ホッケー協会 理事長 越前町スポーツ少年団 本部長 えちぜんスポーツクラブ会長 県立丹生高等学校ホッケー部保護者会 会長 朝日小学校ホッケースポーツ少年団育成会長

佐々木　隆　興 水　島　秀　夫 大久保　文　義 森　　　　義　彦 山　野　裕　子 久　保　理惠子 時　田　和一良 冨　樫　大　志 宮　川 　憲　信

常磐小学校ホッケースポーツ少年団育成会長 糸生小学校ホッケースポーツ少年団育成会長 Echizen HOMES
2
スポーツ少年団育成会会長 福井県ペタンク協会 副会長 越前町ペタンク協会 会長 越前町社会福祉協議会 会長 福井県旅館・ホテル環境衛生同業組合越前支部 支部長 一般財団法人越前町公共施設管理公社 代表理事 越前町地産地消食育推進協議会 会長

五十島　由　行 佐々木　直　樹 冨　田　啓　介 大　鎌　利　三 髙　田　　　　稔 大　橋　直　之 西　　　　広　一 内　藤　俊　三 畑　　　　雅　樹

越前町環境美化推進員 会長 越前町海土里の環境ネットワーク 会長 越前町保健推進員 会長 越前町婦人福祉協議会 会長 越前町赤十字奉仕団 委員長 越前町男女共同参画ネットワーク 会長 越前町バス協議会 会長 鯖江交通安全協会 朝日分会長 越前町交通指導員会 会長

桝　谷　桝　一 山　下　重　一 吉　田　すみ江 島　　　　絹　代 上　坂　慧津子 仲　保　チエコ 武　内　隆　敏 高　山　　　　登 内　藤　尚　子

越前町防犯隊 隊長 越前町ＰＴＡ連合会 会長 丹生高等学校ＰＴＡ 会長 越前町子ども会育成連絡協議会 会長 越前町シルバー人材センター 理事長 ボーイスカウト丹生３団 団委員長 越前町総務理事 越前町民生理事 越前町産業理事

 久　保　福　治 川　口　宜　亮 髙　松　恒　雄 上　野　重　隆 青　木　廣　榮 藪　内　正　夫 三田村　和　久 武　藤　幹　雄 畑　　　　雅　樹

越前町建設理事 越前町議会事務局長 越前町会計管理者

加　藤　昭　宏 佐々木　大　輔 上　坂　明　子

越前町区長会連合会 福井県ホッケー協会 福井県ホッケー協会 福井県ホッケー協会 福井県旅館・ホテル環境衛生同業組合越前支部 越前町観光連盟 越前町バス協議会 越前町防犯隊

◎ 武　藤　吉　明 ○ 山　野　秀　一 ◎ 松　村　　　満 ○ 宮　川　敏　充 ◎ 西　　　広　一 ○ 浜　本　正　博 ◎ 武　内　隆　敏 ○ 久　保　福　治

越前町老人クラブ連合会 越前町体育協会 福井県ホッケー協会 越前町スポーツ少年団 越前町漁業協同組合 越前町商工会 鯖江警察署 鯖江丹生消防組合

阪　下　登代治 齋　藤　忠　良 古　﨑　竜　司 谷　川　純　一 南　　　　直　樹 上　野　三千男 牧　野　敏　美 竹　村　　　亮

越前町スポーツ推進委員会 越前丹生農業協同組合 えちぜんスポーツクラブ 県立丹生高等学校ホッケー部保護者会 福井県ホッケー協会 越前町社会福祉協議会 鯖江丹生消防組合 越前町壮年団連絡協議会

佐々木　正　純 中　上　弘　一 小　辻　陽　子 冨　樫　大　志 谷　　　　伸　一 佐々木　悠　人 山　本　晃　弘 鈴　木　一　郎

福井県丹南農林総合事務所 丹生郡校長会 朝日小学校ホッケースポーツ少年団育成会 常磐小学校ホッケースポーツ少年団育成会 一般財団法人越前町公共施設管理公社 越前町環境美化推進員 丹生郡森林組合 鯖江交通安全協会

藤　田　義　憲 藤　本　正　人 宮　川 　憲　信 五十島　由　行 藤　井　亮　一 安　原　寛　治 中　西　一　夫 高　山　　　登

越前町連合婦人会 越前町ホッケー協会 糸生小学校ホッケースポーツ少年団育成会 Echizen HOMES2スポーツ少年団育成会 越前町地産地消食育推進協議会 越前町保健推進員 越前町交通指導員会 福井県ホッケー協会

塚　本　久美子 戸　田　弘　美 佐々木　直　樹 冨　田　啓　介 姉　崎　裕美子 三　村　三枝子 内　藤　尚　子 渡　辺　大　作

青少年育成越前町民会議 越前町民運動推進協議会　 福井県ペタンク協会 越前町ペタンク協会 越前町海土里の環境ネットワーク 越前町赤十字奉仕団 ボーイスカウト丹生３団 越前町シルバー人材センター

武　市　敏　宏 爲　國　信　一 大　鎌　利　三 髙　田　　　　稔 安　井　賢　二 駒　野　知佐子 籔　内　正　夫 佐々木　義　則

越前町保育部会 越前町文化協議会 丹生郡医師会 越前町総務部門 越前町婦人福祉協議会 越前町男女共同参画ネットワーク 越前町ＰＴＡ連合会 県立丹生高等学校ＰＴＡ

上　野　順一郎 黒　田　　　守 藤　田　周　一 河　合　純　子 横　田　米　子 内　藤　尚　子 川　口　宜　亮 髙　松　恒　雄

越前町ボランティア連絡協議会 越前町身体障害者協会 越前かたりべの会 越前町産業部門 越前町子ども会育成連絡協議会 越前町建設部門

髙　橋　健　一 細　川　一　男 渡　辺　久　志 髙　木　剛　彦 上　野　重　隆 山　口　隆　司

朝日地域コミュニティ運営委員会 宮崎地域コミュニティ運営委員会 越前町民生部門

辻　川　純　子 内　田　寛　治 安　達　俊　英

越前地域コミュニティ運営委員会 織田地域コミュニティ運営委員会

辻　　　健　治 佐々木　隆　興

越前町総務部門 越前町会計部門

牧　田　芳　広 木　本　加代子

委　　員　　（４８）

福井しあわせ元気国体越前町実行委員会　組織図

参　与　（７） 副　会　長　（３） 顧　問　（１４）

常　任　委　員　（２５）

専　門　委　員　会　（７３）

総務企画・式典専門委員会 (２２) 競技・救護専門委員会 (１4) 歓迎宿泊・衛生専門委員会 (１7) 輸送交通・警備専門委員会 (１６)
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