
池田町まちづくり会議　委員名簿

任期：令和2年6月1日～令和4年5月31日

分類 NO 推薦団体名等 委員氏名 備考

1 十勝池田町農業協同組合 十河　学

2 十勝池田町農業協同組合  青年部 穐田　正也 R02.07.29欠席

3 十勝池田町農業協同組合  女性部 神谷　一恵

4 十勝高島農業協同組合 萬　範夫 R02.07.29欠席

5 十勝高島農業協同組合  青年部 上口　博貴 R02.07.29欠席

6 十勝高島農業協同組合  女性部 中村　祐香

7 池田町農民同盟 河原　彰 R02.07.29欠席

8 十勝広域森林組合（池田事業所） 小原　秀樹 R02.07.29欠席

9 池田町商工会 遊佐　俊治

10 池田町商工会  青年部 土屋　雅大

11 池田町商工会  女性部 米倉　千加子

12 池田地区連合会 片岡　真伸 R02.07.29欠席

13 池田消費者協会 村瀬　理恵子

14 池田町観光協会 土田　佳世

15 北海道中小企業家同友会とかち支部池田地区会 美濃　廣由

16 協同組合池田町ワインスタンプ会 田村　雅史 R02.07.29欠席

17 「ワインのまち」池田町移住促進協議会 平井　昌行 R02.07.29欠席

18 北洋銀行池田支店 阿部　圭一

19 池田町小中学校校長会 豊田　利一

20 北海道池田高等学校 古市　俊章

21 池田町ＰＴＡ連合会 阿部　麗子

22 池田町社会福祉協議会 小山　眞作

23 池田町民生委員協議会 太田　政一

24 池田町老人クラブ連合会 郷司　碩子

25 北海道身体障害者福祉協会 池田町分会 鈴木　禎治

26 池田町町内会連合会 角谷　伸次

27 池田町交通安全協会 野上　正英 R02.07.29欠席

28 十勝池田ライオンズクラブ （非選出）

29 池田町女性団体協議会 神内　順子 R02.07.29欠席

30 池田町文化協会 堤　秀昭

31 池田町体育協会 内藤　彰彦

32 池田保育園父母と職員の会 尾西　卓

33 池田カトリック幼稚園父母の会 梅村　信輔 R02.07.29欠席

34 　一    般 森尾　今朝博

35 　一    般 小林　政明 令和2年7月1日より

団体選出委員：32名、一般応募委員：2名 計34名
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まちづくり会議・専門部会名簿（令和 2年 7月 29 日）

１．保健福祉、教育 部会              １２人

十勝池田町農業協同組合 女性部        神谷 一恵

十勝高島農業協同組合 女性部         中村 祐香

池田町商工会 女性部             米倉 千加子

池田町社会福祉協議会             小山 眞作

北海道身体障害者福祉協会池田町分会      鈴木 禎治

  池田保育園父母と職員の会           尾西 卓  

池田カトリック幼稚園父母の会         梅村 信輔 （欠席）

池田町小中学校校長会             豊田 利一

北海道池田高等学校              古市 俊章

池田町ＰＴＡ連合会              阿部 麗子

池田町文化協会                堤 秀昭  

池田町体育協会                内藤 彰彦

２．産業振興 部会                 １２人

  十勝池田町農業協同組合            十河  学

  十勝池田町農業協同組合 青年部        穐田 正也 （欠席）

  十勝高島農業協同組合             萬  範夫 （欠席）

  十勝高島農業協同組合 青年部         上口 博貴 （欠席）

  池田町農民同盟                河原 彰 （欠席）

  池田町森林組合                小原 秀樹 （欠席）

  池田町商工会                 遊佐 俊治

  池田町商工会 青年部             土屋 雅大

  池田町観光協会                土田 佳世

  中小企業家同友会帯広支部池田地区会      美濃 廣由

  協同組合池田町ワインスタンプ会        田村 雅史 （欠席）

  北洋銀行 池田支店              阿部 圭一

３．生活基盤整備、移住交流 部会         １０人

  池田地区連合会                片岡 真伸 （欠席）

  池田町民生委員協議会             太田 政一

  池田町老人クラブ連合会            郷司 碩子

  池田町女性団体協議会             神内 順子 （欠席）

  池田消費者協会                村瀬 理恵子

  「ワインのまち」池田町移住促進協議会     平井 昌行 （欠席）

  池田町町内会連合会              角谷 伸次

  池田町交通安全協会              野上 正英 （欠席）

  一般応募                   小林 政明

  一般応募                   森尾 今朝博


