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 委員会／事務局の構成員一覧（年度別） 

 

◆平成１８年度 委員名簿 （平成１８年７月１４日現在） 

【大学等】・足利工業大学 工学部 都市環境工学科 助教授 福島 二朗 

・宇都宮共和大学 シティライフ学部 副学長 大久保 忠旦  

・宇都宮共和大学 シティライフ学部 学部長 鈴木 博 

・宇都宮共和大学 都市経済研究センター副センター長 山島 哲夫  

・宇都宮短期大学付属高校 大谷 武 

・国際医療福祉大学 医療福祉学部 医療経営管理学科 助教授 福永 肇 

・国際医療福祉大学 医療福祉学部 医療経営管理学科 専任講師 安藤 由美 

・作新学院大学 総合政策学部 助教授 前橋 明朗 

・作新学院大学 政策研究センター 田中 一博 

・宇都宮大学 地域共同研究センター 助教授 黒田 英一 

・とちぎ大学連携・サテライトオフィス コーディネータ 大野 邦雄 

【商工会】・烏山商工会 

商業部会長 佐藤 大通 ／ 青年部長 沼田 邦彦 ／ 青年部副部長 福田 長弘 

総務課長 荒井 和美 ／ 指導課長 金子 正 ／ 主査 加藤 亨之 

【行  政】・那須烏山市 経済環境部長 佐藤 和夫 ／ 経済環境部 商工観光課長 平山 孝夫 

【事務局】・那須烏山市 経済環境部 商工観光課 

主幹兼商工係長 木村 孝 ／ 課長補佐兼観光係長 川俣 馨 

係長（観光担当） 柳田 啓之 ／ 係長（商工担当） 鈴木 貢則 

 

 

◆平成１９年度 委員名簿 （平成２０年２月２２日現在） 

【大学等】・足利工業大学 工学部 都市環境工学科 准教授 福島 二朗 

・宇都宮共和大学 シティライフ学部 副学長 大久保 忠旦  

・宇都宮共和大学 シティライフ学部 学部長 鈴木 博 

・宇都宮共和大学 都市経済研究センター副センター長 山島 哲夫 

・宇都宮短期大学付属高校 大谷 武 

・国際医療福祉大学 医療福祉学部 医療経営管理学科 専任講師 安藤 由美 

・国際医療福祉大学 医療福祉学部 医療経営管理学科 助教 中田 健吾 

・作新学院大学 総合政策学部 准教授 前橋 明朗 

・作新学院大学 政策研究センター 田中 一博 

・宇都宮大学 農学部 森林科学科 教授 大久保 達弘 

・小山工業高等専門学校 一般科（歴史） 准教授 酒入 陽子 

・とちぎ大学連携・サテライトオフィス コーディネータ 大野 邦雄 

【商工会】・烏山商工会 

商業部会長 佐藤 大通 ／ 青年部長 福田 長弘 

総務課長 荒井 和美 ／ 指導課長 金子 正 ／ 主査 加藤 亨之 

【行  政】・那須烏山市 経済環境部長 佐藤 和夫 ／ 経済環境部 商工観光課長 平山 孝夫 

【事務局】・那須烏山市 経済環境部 商工観光課 

主幹兼観光係長 高橋 博 ／ 主幹兼商工係長 木村 孝 

係長（観光担当） 木島 好一 ／ 係長（商工担当） 鈴木 貢則 

 

 

◆平成２０年度 委員名簿 （平成２０年４月１日現在） 

【大学等】・足利工業大学 工学部 都市環境工学科 准教授 福島 二朗 

・宇都宮共和大学 シティライフ学部 副学長 大久保 忠旦 

・宇都宮共和大学 シティライフ学部 学部長 鈴木 博 

・宇都宮共和大学 都市経済研究センター副センター長 山島 哲夫 



Ⅳ-3 委員会／事務局の構成員一覧（年度別）  320 

・宇都宮短期大学付属高校 大谷 武 

・国際医療福祉大学 医療福祉学部 医療経営管理学科 専任講師 安藤 由美 

・国際医療福祉大学 医療福祉学部 医療経営管理学科 助教 中田 健吾 

・作新学院大学 総合政策学部 准教授 前橋 明朗 

・作新学院大学 政策研究センター 田中 一博 

・宇都宮大学 農学部 森林科学科 教授 大久保 達弘 

・小山工業高等専門学校 一般科（歴史） 准教授 酒入 陽子 

・産学官連携サテライトオフィス コーディネータ 大野 邦雄 

【商工会】・那須烏山商工会 

商業部会長 佐藤 大通 ／ 青年部長 渡邊 兼一 

経営支援課長 荒井 和美 ／ 南那須支所長 金子 正 

【行  政】・那須烏山市 商工観光課長 平山 孝夫 

【事務局】・那須烏山市商工観光課 

主幹兼観光係長 高橋 博 ／ 主幹兼商工係長 木村 孝 

課長補佐（商工担当） 雫 友二 ／ 係長（観光担当） 木島 好一 

 

 

◆平成２１年度 委員名簿 （平成２１年４月１日現在） 

【大学等】・足利工業大学 工学部 都市環境工学科 准教授 福島 二朗 

・宇都宮共和大学 シティライフ学部 副学長 大久保 忠旦 

・宇都宮共和大学 シティライフ学部 学部長 鈴木 博 

・宇都宮共和大学 都市経済研究センター副センター長 山島 哲夫 

・宇都宮短期大学付属高校 大谷 武 

・国際医療福祉大学 医療福祉学部 医療経営管理学科 助教 中田 健吾 

・作新学院大学 総合政策学部 准教授 前橋 明朗 

・作新学院大学 政策研究センター 田中 一博 

・宇都宮大学 農学部 森林科学科 教授 大久保 達弘 

・小山工業高等専門学校 一般科（歴史） 准教授 酒入 陽子 

・産学官連携サテライトオフィス コーディネータ 大野 邦雄 

【商工会】・那須烏山商工会 

商業部会長 佐藤 大通 ／ 青年部長 渡邊 兼一 

経営支援課長 荒井 和美 ／ 南那須支所長 金子 正 

【行  政】・那須烏山市 商工観光課長 鈴木 重男 

【事務局】・那須烏山市商工観光課 

主幹兼観光係長 青木 守 ／ 課長補佐兼商工係長 雫 友二 

係長（観光担当） 相ヶ瀬 一彦 ／ 主査 星 貴浩 

 

 

◆平成２２年度 委員名簿 （平成２２年４月１日現在） 

【大学等】・足利工業大学 工学部 都市環境工学科 准教授 福島 二朗 

・宇都宮共和大学 シティライフ学部 副学長 大久保 忠旦 

・宇都宮共和大学 シティライフ学部 学部長 鈴木 博 

・宇都宮共和大学 都市経済研究センター副センター長 山島 哲夫 

・宇都宮短期大学付属高校 大谷 武 

・国際医療福祉大学 医療福祉学部 医療経営管理学科 助教 中田 健吾 

・作新学院大学 総合政策学部 准教授 前橋 明朗 

・作新学院大学 政策研究センター 田中 一博 

・宇都宮大学 農学部 森林科学科 教授 大久保 達弘 

・小山工業高等専門学校 一般科（歴史） 准教授 酒入 陽子 

・産学官連携サテライトオフィス コーディネータ 大野 邦雄 

【商工会】・那須烏山商工会  
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商業部会長 佐藤 大通 ／ 青年部長 加藤 光一 

経営支援課長 荒井 和美 ／ 南那須支所長 堀江 郁夫 

【行  政】・那須烏山市 商工観光課長 鈴木 重男 

【事務局】・那須烏山市商工観光課 

主幹兼観光係総括 青木 守 ／ 主幹兼商工係総括 雫 友二 

観光係担当係長 相ヶ瀬 一彦 ／ 商工係担当係長 星 貴浩 

 

 

◆平成２３年度 委員名簿 （平成２３年６月１日現在） 

【大学等】・足利工業大学 工学部 創生工学科 建築・社会基盤学系 准教授 福島 二朗 

・宇都宮共和大学 シティライフ学部 副学長 大久保 忠旦 

・宇都宮共和大学 都市経済研究センター副センター長 山島 哲夫 

・国際医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉マネジメント学科 講師 中田 健吾 

・宇都宮大学 農学部 森林科学科 教授 大久保 達弘 

・産学官連携サテライトオフィス コーディネータ 大野 邦雄 

【商工会】・那須烏山商工会 

商業部会長 佐藤 大通 ／ 青年部長 加藤 光一 

経営支援課長 荒井 和美 ／ 南那須支所長 堀江 郁夫 

【行  政】・那須烏山市 商工観光課長 高橋 博 

【事務局】・那須烏山市商工観光課 

主幹兼商工係総括 雫 友二 ／ 主幹兼観光係総括 青木 守 

観光係担当係長 小原沢 一幸 ／ 商工係担当係長 星 貴浩 

 

 

◆平成２４年度 委員名簿 （平成２４年４月１日現在） 

【大学等】・足利工業大学 工学部 創生工学科 建築・社会基盤学系 准教授 福島 二朗 

・宇都宮共和大学 シティライフ学部 副学長 大久保 忠旦 

・宇都宮共和大学 都市経済研究センター副センター長 山島 哲夫 

・国際医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉マネジメント学科 講師 中田 健吾 

・宇都宮大学 農学部 森林科学科 教授 大久保 達弘 

・産学官連携サテライトオフィス コーディネータ 大野 邦雄 

【商工会】・那須烏山商工会 

商業部会長 佐藤 大通 ／ 青年部長 加藤 光一 

経営支援課長 堀江 郁夫 ／ 南那須支所長 長岡 好美 

【行  政】・那須烏山市 商工観光課長 高橋 博 

【事務局】・那須烏山市商工観光課 

主幹兼商工係総括 三浦 秀文 ／ 主幹兼観光係総括 青木 守 

観光係担当係長 深澤 宏志 ／ 商工係担当係長 星 貴浩 

 

 

◆平成２５年度 委員名簿 （平成２５年４月１日現在） 

【大学等】・足利工業大学 工学部 創生工学科 建築・社会基盤学系 准教授 福島 二朗 

・宇都宮共和大学 シティライフ学部 名誉教授 大久保 忠旦 

・宇都宮共和大学 シティライフ学部 教授 内藤 英二 

・宇都宮共和大学 こども生活学部 准教授 高柳 恭子 

・国際医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉マネジメント学科 講師 中田 健吾 

・宇都宮大学 農学部 森林科学科 教授 大久保 達弘 

・白鷗大学 経営学部 経営学科 准教授 山田 徳彦 

・産学官連携サテライトオフィス コーディネータ 石原 眞興 

【商工会】・那須烏山商工会 

商業部会長 皆川 孝行 ／ 青年部長 加藤 光一 
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経営支援課長 堀江 郁夫 ／ 南那須支所長 長岡 好美 

【行  政】・那須烏山市 商工観光課長 羽石 徳雄 

【事務局】・那須烏山市商工観光課 

商工担当主幹兼総括 石川 浩 ／ 観光担当主幹総括 福田 守 

観光担当係長 深澤 宏志 ／ 商工担当主査 各務 香織 

 

 

◆平成２６年度 委員名簿（平成２６年４月１日現在） 

【大学等】・足利工業大学 工学部 創生工学科 建築・社会基盤学系 准教授 福島 二朗 

・宇都宮共和大学 シティライフ学部 名誉教授 大久保 忠旦 

・宇都宮共和大学 シティライフ学部 教授 内藤 英二 

・宇都宮共和大学 こども生活学部 准教授 高柳 恭子 

・国際医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉マネジメント学科 准教授 中田 健吾 

・宇都宮大学 農学部 森林科学科 教授 大久保 達弘 

・白鷗大学 経営学部 経営学科 准教授 山田 徳彦 

・産学官連携サテライトオフィス コーディネータ 石原 眞興 

・栃木県立烏山高等学校 教諭 藤井 啓太 

【商工会】・那須烏山商工会 

商業部会長 皆川 孝行 ／ 青年部長 加藤 光一 

経営支援課長 堀江 郁夫 ／ 南那須支所長 長岡 好美 

【行  政】・那須烏山市 商工観光課長 堀江 功一 

【事務局】・那須烏山市商工観光課 

商工担当係長兼総括 星 貴浩 ／ 観光担当課長補佐兼総括 深澤 宏志 

観光担当係長 山村 信 ／ 商工担当主査 各務 香織 ／ 商工担当主査 黒須 由起 

 


