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岡井　一臣 岩﨑　裕幸 堀川　義治 笠井　裕代 井隼　正博 村山　愛子 小谷　　茂 奥山　千明

三宅　　廣 中村　雅也 三宅　孝幸 キッチンプラスワン 小谷　　弘 土井　茂暉 大上　雅穂 市田　智大

宮津市管理職会 角野　正明 稲葉セツ子 宮津商工会議所職員会 澤田　将樹 藤木　𠀋一　 白山　　明 今井　　愼

今井　　格 北村　三好 上山　利博 藤原　良造 橋本　智司 下野　　貢 岩根　　勇 池田　睦男

水口　孝則 龍田　逸雄 片岡　正友 瀬戸　健文 冨田　尚之 武田　　敏 鈴木　泰夫 濵田　隆彦

品川　久夫 山本　尚典 森　　淳亮 金井　智子 村田　博一 金村　允人 八木　　昭 八木　芳典

中西　勝也 上前　　衛 高岡　裕二 小西　栄一 前田千鶴子 中村　浩朗 中村　明昌 中村　達郎

畑中　和己 みやづスマイル薬局柳縄店 奥田　明宏 青木　眞久 湯浅　俊彦 柳縄手８組12軒 柳縄手７組９軒 嶋野　宏昭

遠藤ひろみ 今田　　勝 今井　真二 髙山　公秀 西村　義幸 太田　民夫 小林ひろ子 亀井　丈夫

木下　靖巳 本田　光一 尾上　　董 德澤　宏明 神田　和彦 上山 福井　寿雄 河岸　　徹

河岸　幸子 河岸　弥生 稲垣　博是 稲垣　政子 今井 河辺 石河 岡本

生駒　正子 提中　敏夫 井上　一夫 千阪　忠雄 本間　音吉 日引　一惠 宮﨑　妙子 山本　久治

塩田　博史 中村　初美 西橋　浩二 橋本　和男 白藤　中生 牧野　泰幸 浅田　健一 井﨑　益次

前尾　知三 塚本　章美 谷口　秀一 岩城千津子 森口　英一 髙岡　隆広 竹中　義則 山口　義己

松井　正之 河嶋　　勲 狩谷　　浩 木﨑　信子 須川真里子 伊田　賢悟 田中　　博 長尾　保秀

川上　信哉 岩城富美雄 河合　美江 坂口　直美 河嶋　浅江 河嶋　輝和 石倉　忠幸 柴野　忠雄

楠田　拡邦 楠田　敦子 倉橋　俊正 井田　和明 岡崎　信子 下野　　誠 旗手　満子 浪江　孝昭

岡田　勝秋 大狩　正夫 松本　庄二 松本サヨ子 森井　郁生 笠井　泰子 入柿　慎也 谷口　静雄

小阪樹久通 寺島　敏夫 北仲　忠浩 河島　富雄 河島　清子 西村　昌樹 武田　敏男 清水　厚詞

村上　敏明 村上　真一 岡田貢太朗 新　　　猛 橋本　久枝 吉岡　亀男 森山　俊雄 笠井　　都

森屋　松吉 藤原　健司 京崎　　操 丹下　容子 𠮷田　和弘 小牧　康孝 三村　祐介 湯浅　惠介

茂木　晴美 由利　昭弘 櫻井　宣明 藤本　重孝 増田　精一 山下　義生 羽田　和子 大西　　了

白鳥　天海 浅田　　剛 浅田　　哲 浅田ノエ子 木村　　均 千原　良和 木村　一彦 玉木ひろ子

山下　伸行 辻　　美江 黄前　　勝 平野　康子 荒堀　正生 松島美津江 伊藤　和夫 宇野　洋一

白数　宗利 森谷　　茂 栗田　海龍丸 瀬戸　享明 間瀬　　清 田井　千春 前田　良一 福田　和明

鶴岡　衛大 宮﨑　茂樹 上山　直仁 佐々木義照 石塚　　純 曽根　　勤 由利　隆博 上高　ゆみ

藤木佐百合 大上　仁志 松本　隆幸 河原　哲也 廣瀬　知子 田中　修二 松崎　正樹 森山　英樹

田野　博司 青木　　学 谷口　宏幸 瀬野　理砂 椙本　智哉 吉岡　一洋 谷口　博美 白数真理子

田中　雄太 中川　拓哉 山岡　秀明 大森　和代 横谷　宏明 沼野　由紀 石田　陽子 石田　夏美

佐賀　　弘 日ケ谷地区自治連合会 今林大一郎 中川　忠男 志田　忠男 大橋　清子 中村　豊子 柴山　晃一

井上　　巧 藤田　　明 田村　吉弘 矢野　孝之 下田　裕右 藤村　光代 木村美登里 小田　和夫

冨澤　健史 稲岡初太郎 塩見　浩之 道林　純子 泉　喜代美 平井　満子 津田　　一 冨田　國男

籔仲美津枝 井淵　雅巳 里中　育夫 今泉　清子 河嶋　義弘 川﨑　　弘 永井　　明 山本　文夫

馬場　重彰 三輪　　隆 佐古田　淳 堺　　庄治 倉橋　泰明 大江　辰幸 松浦　　聰 三宅　英雄

岩田　　護 平岡　直樹 田中　辰哉 田中和佳菜 吉岡　秀樹 長谷川美津子 平野　広子 大井　麻理

稲場　　勇 和田　一男 千阪　保夫 細見　晋一 伊藤　豊 黒田　辰雄 岩田　一秀 野村　敏春

細見　愼二 石倉芙美枝 山村　　優 森　　武司 舟橋　照美 木﨑　美一 木﨑　真美 木﨑　紀忠

佐藤　幸正 和田　正一 宮本　隆太 田茂井英幸 竹内　憲昭 藤原　正文 吉岡　邦子 宮本　健生

出水　重義 霜倉　友太 瀧　サダ子 志賀　淑枝 塩見　泰江 杉田　龍治 長澤　幹男 才本やゑ子

松本　　智 中村　勝夫 智恩寺 岡部　和裕 上田　忠志 佐藤　　宏 奥野　　敦 杉田喜美代

橋本　　豊 河原　陽一 河原志う子 奥野　重人 上宮津12区(柿ヶ成) 大橋　伸一 智原　保孝 関野　祥行

細見　重彰 柴谷　保生 山下　豊秋 井笹　孝昭 粉川　宗久 今濱美朝子 田﨑　　修 宮本　政輝

沖上治壽雄 粉川マサ子 八尋　慈教　 森下　廣重 平野　　治 粉川正太郎 須津５－２組 上田　　清

尾﨑　君子 大江　　正 世屋自治連合協議会 栃岡　　基 小林　克幸 竹中浩太郎 市田登志通 日下　義章

赤星　忠彦 足立　　豊 鶴賀自治会 小谷　　正 高野　正敏 山口　孝幸 角江信之亮 齋藤　雅明

小林美代子


