
知の拠点としての新図書館サービス検討委員会分科会 メンバー一覧
（メンバーは各分科会の最終開催時点の職氏名）

１ 図書館サービス（総括）
分野 組織名 職名 氏名 備考

1 図書館専門家 齋藤 明彦
2 図書館専門家 立命館大学 文学部 教授 常世田 良

3
元新図書館基本構想検
討委員会委員

高知大学 地域協働学部 教授 内田 純一 リーダー

4
元新図書館基本構想検
討委員会委員

高知工科大学
附属情報図書館

教授
館長

篠森 敬三

２ ビジネス・農業・産業支援サービス（商工業分野）
分野 組織名 職名 氏名 備考

1 全般 こうち企業支援センター 理事長 田村 樹志雄 リーダー

2 商工業
高知県産業振興センター ものづくり地
産地消・外商センター 企画・外商部 事
業戦略課

チーフ（事業戦略担当） 岩﨑 佳世

3
商工業
市街地活性化

高知商工会議所 中小企業相談所所長 片岡 浩司

4 近隣・各分野連携 高知県産学官民連携センター プロジェクトマネージャー 片岡 千保

5 国際ビジネス
日本貿易振興機構
高知貿易情報センター

係長 松本 足渡 関係機関

6 金融 日本政策金融公庫 高知支店 国民生活事業 営業課長 西内課長 関係機関
（農業分野）

分野 組織名 職名 氏名 備考

1 農業全般
高知県農業振興部
環境農業推進課

課長補佐 和田　敬

2
農業
（栽培技術普及）

高知県農業振興部
中央西農業振興センター

所長 濱渦 光彦 関係機関

3
農業
（栽培技術普及）

高知県農業振興部
高知農業改良普及所

所長 村田 隆則 関係機関

4 農業（研究開発）
高知県農業振興部
農業技術センター

技術次長 鈴木 芳孝 関係機関

5 農業（6次産業化） 高知市農林水産部農林水産課 課長補佐 宮地 邦彦 関係機関

３ 健康・安心・防災情報サービス
分野 組織名 職名 氏名 備考

1 医療・健康・福祉
高知市健康福祉部
高知市保健所

健康推進担当理事
所長

堀川 俊一 リーダー

2 医療・福祉 高知市在宅医療介護支援センター ソーシャルワーカー 山本 三千子
3 近隣・各分野連携 高知県立大学 地域教育研究センター センター長 清原 泰治
4 医療・健康 高知医療センター地域医療センター 副センター長 宇井 泰之 関係機関
5 医療・健康 高知医療センター図書室 専門員 橋田 圭介 関係機関
6 医療・健康 高知県看護協会 常任理事 藤原 房子 関係機関
7 健康 高知県栄養士会 会長 森田 陽子 関係機関

8 健康
高知県健康政策部健康長寿政策課
よさこい健康プラン２１推進室

チーフ 市村 岳二 関係機関

9 健康・福祉 高知市健康福祉部健康増進課 係長 中山 由子 関係機関
（防災分野）

分野 組織名 職名 氏名 備考
1 防災 高知県危機管理部 副部長 渡辺 憲弘
2 防災 高知市防災対策部 副部長 山本 聡
3 チーフ（震災対策担当） 橋本 知世 関係機関
4 主査 勢登 文乃 関係機関
5 防災 高知市防災対策部防災政策課 主査 山下 隆文 関係機関
6 防災 高知市消防局予防課 課長補佐 細木 文雄 関係機関
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防災 高知県土木部住宅課



４ 中心市街地活性化・周辺施設連携
分野 組織名 職名 氏名 備考

1
商工業
市街地活性化

高知商工会議所 中小企業相談所所長 片岡 浩司 リーダー

2
市街地活性化
（商店街振興）

高知市商店街振興組合連合会 青年部 会長 安藤 一臣

3
市街地活性化
（観光）

高知県観光コンベンション協会 チーフ 地場 裕理子

4 近隣・各分野連携 高知県産学官民連携センター プロジェクトマネージャー 片岡　千保
5 近隣・各分野連携 高知県立大学 地域教育研究センター センター長 清原 泰治

6
市街地活性化
（商店街振興）

高知市商店街振興組合連合会 青年部 専務理事 堅田 佳嗣 関係機関

7 周辺施設連携 高知県立高知歴史博物館 館長 渡部 淳 関係機関
8 チーフ（商業流通担当） 長岡 潤司 関係機関
9 主査 永森 順子 関係機関

10 高知市商工観光部商工振興課
中心市街地活性化・地域
商業活性化推進室室長

松岡 宏輔 関係機関

11 高知市商工観光部産業政策課 課長補佐 藤村 浩二 関係機関

12
市街地活性化
（観光）

高知市商工観光部観光振興課 観光担当係長 久松 昌弘 関係機関

分野 組織名 職名 氏名 備考
図書館関係者 高知県立図書館 館長 竹林 貞治郎
図書館関係者 高知市民図書館 館長 貞廣 岳士

市街地活性化
（商店街振興）

市街地活性化
（商店街振興）

高知県商工労働部経営支援課


