
任 期 ： 令和2年6月1日～令和4年5月31日（第７期）

分　　野 団体名称 所属団体での役職・氏名 役職

1 保健福祉 高知県民生委員児童委員協議会連合会 副会長　平野　貴久

2 社会福祉法人　高知県社会福祉協議会 会長　田村　壮児 副会長

3 医療 一般社団法人　高知県医師会 会長　岡林　弘毅

4 一般社団法人　高知県歯科医師会 会長　野村　和男

5 公益社団法人　高知県看護協会 会長　藤原　房子

6 教育 高知県保幼小中高PTA連合体連絡協議会 会長　仲村　貴介

7 高知県高等学校長協会 会長　藤中　雄輔

8 高知県小中学校長会 会長　窪田　泰行

9 幼稚保育 高知県保育所経営管理協議会 会長　戸田　隆彦

10 高知県保育士会 会長　橋本　恵美

11 高知県国公立幼稚園・こども園会 会長　西田　佳代

12 高知県私立幼稚園連合会 会長　宮地　彌典

13 青年 高知県青年団協議会 会長　森岡　千晴

14 公益社団法人　高知青年会議所 理事長　山本　悠童

15 男女共同 高知県連合婦人会   　 会長　大﨑　章代 副会長

16 ＮＰＯ 認定特定非営利活動法人　ＮＰＯ高知市民会議 副理事長　眞鍋　大輔　

17 経済 高知県商工会議所連合会 会頭　青木　章泰 会長

18 高知県商工会連合会 会長　吉村　哲也

19 高知県中小企業団体中央会 会長　町田　貴

20 高知県経営者協会 会長　森下　勝彦

21 労働 日本労働組合総連合会高知県連合会 会長　折田　晃一

22 一次産業 高知県農業協同組合中央会 代表理事会長　久岡　隆

23 高知県森林組合連合会 代表理事会長　戸田　昭

24 高知県漁業協同組合連合会 代表理事会長　澳本　健也

25 地域 公益財団法人　高知県老人クラブ連合会 会長　土居　啓之

26 高知市老人クラブ連合会 副会長　中岡　恒子

27 報道 株式会社　高知放送 代表取締役社長　佐竹　慶生

28 株式会社　テレビ高知 代表取締役社長　井上　良介

29 高知さんさんテレビ　株式会社 代表取締役社長　渡辺　陽

30 日本放送協会　高知放送局 局長　正延　知行

31 株式会社　高知新聞社 代表取締役社長　中平　雅彦

32 地方自治体 高知県市長会 会長　岡﨑　誠也

33 高知県町村会 会長　池田　洋光

34 有識者等 高知大学教授　森田　美佐

35 キラキラ☆ママ高知代表　井上　真由美

オブザーバー 高知労働局
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保健福祉
高知県民生委員児童委員協議会
連合会

副会長 平野　貴久 ○

社会福祉法人　
高知県社会福祉協議会

会長 田村　壮児 ○（※）

医　療 一般社団法人　高知県医師会 副会長 野並　誠二 ○

一般社団法人　高知県歯科医師会 理事 有田　佳史 ○

公益社団法人　高知県看護協会 専務理事 政岡　厚子 ○

教　育
高知県保幼小中高PTA連合体
連絡協議会

会長 仲村　貴介 ○

高知県高等学校長協会 会長 藤中　雄輔 ○

高知県小中学校長会 会長 窪田　泰行 ○

幼稚保育 高知県保育所経営管理協議会 会長 戸田　隆彦 ○

高知県保育士会 会長 橋本　恵美 ○

高知県国公立幼稚園・こども園会 副会長 須内　富 ○

高知県私立幼稚園連合会 副会長 森本　嘉一 ○

青　年 高知県青年団協議会 会長 森岡　千晴 ○

公益社団法人　高知青年会議所 理事長 山本　悠童 ○

男女共同 高知県連合婦人会   　 会長 大﨑　章代 ○（※）

ＮＰＯ
認定特定非営利活動法人
ＮＰＯ高知市民会議

副理事長 眞鍋　大輔 ○

経　済 会頭 青木　章泰 ○(※）

総務企画部
部長 久保　孝敏 ○

高知県商工会連合会 会長 吉村　哲也 ○（※）

高知県中小企業団体中央会 理事・事務局長 嘉数　実 ○

高知県経営者協会 事務局長 沖田　良二 ○

労　働
日本労働組合総連合会
高知県連合会

副会長 中越　弘 ○

一次産業 高知県農業協同組合中央会 参事 徳弘　吉哉 ○

高知県森林組合連合会 代表理事会長 戸田　昭 ○

高知県漁業協同組合連合会 代表理事会長 澳本　健也 ○

地　域
公益財団法人　
高知県老人クラブ連合会

会長 土居　啓之 ○

高知市老人クラブ連合会 副会長 中岡　恒子 ○

報　道 株式会社　高知放送
経営戦略室
秘書部長 今橋　伸仁 ○

株式会社　テレビ高知 総務局秘書担当 吉本　龍二 ○

高知さんさんテレビ株式会社
業務編成部
担当部長 川田　和加 ○

日本放送協会　高知放送局 放送部長 田中　晋 ○

株式会社　高知新聞社 教育・地域事業室長 松井　直人 ○

高知県市長会 事務局長 吉野　晴喜 ○

高知県町村会 会長 池田　洋光 ○

有識者等
高知大学
教授 森田　美佐 ○ ○

キラキラ☆ママ高知
代表 井上　真由美 ○ ○ ○

株式会社ほっとこうち
編集長 下村　三和 ○

9 11 10 10

オブザーバー 高知労働局 雇用環境・均等室長 廣瀨　真理 ○

オブザーバー 一般社団法人　高知県助産師会 理事 宮地　絵里 ○
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