
（敬称略、グループ・氏名50音順）

№ グループ 団体等 氏名

1 上尾市防災士協議会 大澤　サユリ

2 株式会社中広（あげいる） 木村　功一

3 上尾市人権擁護委員会 小島　勝

4 上尾市交通安全母の会連合会 鈴木　靖代

6 上尾市国際交流協会 関本　正弘

7 消費者被害防止サポーターの会 高橋　雅之

5 女性フォーラムあげお 的場　保子

8 一般公募選出 小牟田　健治

9 社会福祉法人あげお福祉会 竹村　絵里

10 上尾市いきいきクラブ連合会 刀根　正克

11 上尾市文化団体連合会 野田　紘良

12 上尾市食生活改善推進員協議会 本城　文夫

13 一般公募選出 増田　澄雄

14 上尾市スポーツ協会 矢島　通夫

15 上尾市公民館運営審議会　 山尾　三枝子

16 上尾市花卉園芸研究会 大木　晴夫

17 上尾市街づくり推進会議 岡部　千里

18 街づくり協議会 小川　和男

19 上尾市環境推進協議会 小川　早枝子

20 上尾ものつくり協同組合 河原塚　透

21 一般公募選出 中澤　正俊

22 上尾地区ビジネスキャリア・エンジョイサークル 宮田　敬生

23 一般公募選出 飯塚　純

24 特定非営利活動法人マミング埼玉 市倉　育江

25 上尾市ＰＴＡ連合会 伊原　広茂

26 一般公募選出 大塚　常司

27 こども食堂「とまと」 桐原　陽子

28 元小学校教員 能登　貢

29 特定非営利活動法人あげお学童クラブの会 萩原　和也

30 ＮＰＯ法人　彩の子ネットワーク 山口　直

Ａ

安心・安全・人権

Ｂ

健康・福祉・
生涯学習・スポーツ

Ｃ

地域づくり・
産業・環境

Ｄ

子育て・教育

あげお未来創造市民会議委員グループ別名簿

〇第１～５回市民会議



〇第６～８回市民会議(協議テーマ１） （敬称略、グループ・氏名50音順）

№ グループ 団体等 氏名

1 上尾市花卉園芸研究会 大木　晴夫

2 上尾市街づくり推進会議 岡部　千里

3 一般公募選出 小牟田　健治

4 元小学校教員 能登　貢

5 一般公募選出 増田　澄雄

6 上尾市人権擁護委員会 小島　勝

7 上尾市国際交流協会 関本　正弘

8 上尾市食生活改善推進員協議会 本城　文夫

9 女性フォーラムあげお 的場　保子

10 上尾市公民館運営審議会　 山尾　三枝子

11 ＮＰＯ法人　彩の子ネットワーク 山口　直

12 一般公募選出 飯塚　純

13 街づくり協議会 小川　和男

14 上尾市環境推進協議会 小川　早枝子

15 上尾ものつくり協同組合 河原塚　透

16 一般公募選出 中澤　正俊

17 特定非営利活動法人あげお学童クラブの会 萩原　和也

18 上尾地区ビジネスキャリア・エンジョイサークル 宮田　敬生

19 特定非営利活動法人マミング埼玉 市倉　育江

20 上尾市ＰＴＡ連合会 伊原　広茂

21 上尾市防災士協議会 大澤　サユリ

22 一般公募選出 大塚　常司

23 消費者被害防止サポーターの会 高橋　雅之

24 上尾市いきいきクラブ連合会 刀根　正克

25 こども食堂「とまと」 桐原　陽子

26 上尾市交通安全母の会連合会 鈴木　靖代

27 社会福祉法人あげお福祉会 竹村　絵里

28 上尾市スポーツ協会 矢島　通夫

29 上尾市文化団体連合会 横堀　鶴雄

Ａ

健康・医療

Ｂ

協働・コミュニティ

Ｃ

行財政運営

Ｄ

防災・防犯・交通安全

Ｅ

福祉

あげお未来創造市民会議委員グループ別名簿



〇第９～１１回市民会議（協議テーマ２） （敬称略、グループ・氏名50音順）

№ グループ 団体等 氏名

1 上尾市防災士協議会 大澤　サユリ

2 上尾市街づくり推進会議 岡部　千里

3 街づくり協議会 小川　和男

4 上尾市環境推進協議会 小川　早枝子

5 消費者被害防止サポーターの会 高橋　雅之

6 一般公募選出 中澤　正俊

7 一般公募選出 増田　澄雄

8 一般公募選出 飯塚　純

9 一般公募選出 大塚　常司

10 こども食堂「とまと」 桐原　陽子

11 社会福祉法人あげお福祉会 竹村　絵里

12 特定非営利活動法人あげお学童クラブの会 萩原　和也

13 ＮＰＯ法人　彩の子ネットワーク 山口　直

14 上尾市人権擁護委員会 小島　勝

15 上尾市交通安全母の会連合会 鈴木　靖代

16 上尾市いきいきクラブ連合会 刀根　正克

17 上尾市食生活改善推進員協議会 本城　文夫

18 上尾市スポーツ協会 矢島　通夫

19 上尾市文化団体連合会 横堀　鶴雄

20 上尾市ＰＴＡ連合会 伊原　広茂

21 上尾市国際交流協会 関本　正弘

22 元小学校教員 能登　貢

23 女性フォーラムあげお 的場　保子

24 上尾市公民館運営審議会　 山尾　三枝子

25 特定非営利活動法人マミング埼玉 市倉　育江

26 上尾市花卉園芸研究会 大木　晴夫

27 上尾ものつくり協同組合 河原塚　透

28 一般公募選出 小牟田　健治

29 上尾地区ビジネスキャリア・エンジョイサークル 宮田　敬生

あげお未来創造市民会議委員グループ別名簿

Ｉ

教育

Ｊ

産業

Ｆ

都市基盤・公共交通
・環境・緑地・公園

Ｇ

子育て

Ｈ

文化・スポーツ


