
６月定例教育委員会

新旧対照表
（令和元年６月２６日）

議案

  第１号  丹波篠山市社会教育委員・公民館運営審議会委員の委嘱について

(社会教育課・地域コミュニティ課)・・・１頁

第３号 丹波篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例を市長に提案することについて       （こども未来課）・・・２頁

承認事項

第１号 学校運営協議会委員の任命について       （学校教育課)・・・５頁



 No. 区分 氏　　名 所属等  No. 区分 氏　　名 所属等

1 津瀬　雅之 小学校長会より選出 1
学校教育
関係

源　浩貴 小学校長会より選出

2 細見　博文 中学校長会より選出 2 森本　彰人 丹波篠山市体育振興会連絡協議会より選出

3 田中　富雄 篠山市体育振興会連絡協議会より選出 3 藤本　嘉彦 丹波篠山市文化協会より選出

4 吉村　隆志 篠山市文化協会より選出 4 新才　博章 丹波篠山市自治会長会より選出

5 酒井　正一 篠山市自治会長会より選出 5 片山　覚 丹波篠山ロータリークラブより選出

6 今井　保晴 篠山ロータリークラブより選出 6 土性　里花 丹波篠山市社会福祉協議会より選出

7 近成　俊昭 篠山市子どもの居場所づくり推進協議会会長 7 西村　一真 丹波篠山市ＰＴＡ協議会より選出

8 西村　一真 篠山市ＰＴＡ協議会より選出 8 加古　佳与子 ささやま暮らし開き・風味里（ファミリー）代表

9 加古　佳与子 ささやま暮らし開き・風味里（ファミリー）代表 9
学識経験
者

向井　祥隆 丹波篠山市青少年協議会より選出

10
学識経験
者

向井　祥隆 篠山市青少年健全育成推進連絡協議会より選出 10 酒井　恵美子 公募委員

11 公募 酒井　恵美子 公募委員 11 有門　淳一 公募委員

家庭教育
の向上に
資する活
動を行う
者

家庭教育
の向上に
資する活
動を行う
者

公募

丹波篠山市社会教育委員・公民館運営審議会委員　新旧対照表

【旧】平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日 【新】令和元年６月１日～令和３年５月３１日

学校教
育関係

社会教
育関係

社会教
育関係
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丹波篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例新旧対照表

現行 改正案

（名称、位置及び通所区域） （名称、位置及び通所区域）

第２条 施設の名称、位置及び通所区域は、別表第１のとおりとす

る。

第２条 施設の名称、位置及び通所区域は、別表のとおりとする。

（保育料）

第５条 保育料は、別表第２に定める額とする。

２ 保護者は、前項に規定する保育料を納付しなければならない。

（削除）

（納付期日）

第６条 保育料の納付期日は、毎月２５日とする。ただし、月途中

の入所者の保育料の納付期日は、その月の翌月２５日とする。

（削除）

（保育料の減免）

第７条 市長が特に必要と認めたときは、保育料を減額し、又は免

除することができる。

（削除）

（入所承諾の取消し） （入所承諾の取消し）

第８条 園児又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、

入所の承諾を取り消すものとする。

第５条 園児又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、

入所の承諾を取り消すものとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第５条に定める保育料を３か月以上滞納したとき。 （削除）

(3) （略） (2) （略）

(4) （略） (3) （略）

(5) （略） (4) （略）

2



（委任） （委任）

第９条 （略） 第６条 （略）

別表第１（第２条関係） 別表（第２条関係）

名称 位置 通所区域

（略） （略） （略）

名称 位置 通所区域

（略） （略） （略）

別表第２（第５条関係） （削除）

区分 入所月等 世帯の階層区分 園児１人当たり

の保育料（月

額）

年度を通し

て利用する

場合

各月 生活保護法による被保

護世帯又は市民税非課

税世帯

０円

市民税所得割課税額４

８，６００円未満の世

帯

４，２００円

市民税所得割課税額４

８，６００円以上の世

帯

８，４００円

春季、夏季

及び冬季休

業日の期間

中のみ利用

する場合

４月、７

月、３月

生活保護法による被保

護世帯又は市民税非課

税世帯

０円

市民税所得割課税額４

８，６００円未満の世

１，４００円
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帯

市民税所得割課税額４

８，６００円以上の世

帯

２，８００円

８月 生活保護法による被保

護世帯又は市民税非課

税世帯

０円

市民税所得割課税額４

８，６００円未満の世

帯

４，２００円

市民税所得割課税額４

８，６００円以上の世

帯

８，４００円

１２月、１

月

生活保護法による被保

護世帯又は市民税非課

税世帯

０円

市民税所得割課税額４

８，６００円未満の世

帯

７００円

市民税所得割課税額４

８，６００円以上の世

帯

１，４００円
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1 熊谷　　満 自治会長・民生児童委員 1 熊谷　　満 自治会長・民生児童委員

2 團野　真理子 育正会 2 團野　真理子 育正会

3 清水　恵治 南新町美しい町づくりの会会長 3 清水　恵治 南新町美しい町づくりの会会長

4 藤本　善一 篠山城下まちづくり協議会会長 4 藤本　善一 篠山城下まちづくり協議会会長

5 萩原　勇治 松寿会副会長(老人会) 5 萩原　勇治 松寿会副会長(老人会)

6 本荘　賀寿美 篠山市地域活動栄養士会会長 6 本荘　賀寿美 篠山市地域活動栄養士会会長

7 小山　辰彦 自治会長会会長 7 小山　辰彦 自治会長会会長

8 源　浩貴 校長 8 源　浩貴 校長

9 讃岐　貴洋 教頭 9 讃岐　貴洋 教頭

10 河南　崇 主幹教諭 10 河南　崇 主幹教諭

11 塚本　幸隆 自治会長会会長 11 塚本　幸隆 自治会長会会長

12 梶村　元秀 まちづくり協議会会長 12 梶村　元秀 まちづくり協議会会長

13 波多野　元治 まちづくり協議会副会長 13 波多野　元治 まちづくり協議会副会長

14 小島　一郎 高城会館館長 14 小島　一郎 高城会館館長

15 三角　義宏 ＰＴＡ 15 三角　義宏 ＰＴＡ

16 吉田　眞澄 ＰＴＡ 16 吉田　眞澄 ＰＴＡ

17 藤井　節子 主任児童委員 17 藤井　節子 主任児童委員

18 段畑　眞奈美 民生委員児童委員 18 段畑　眞奈美 民生委員児童委員

19 田中　晋 消防団 19 田中　晋 消防団

20 井関　功 自治会長会 20 井関　功 自治会長会

21 松笠　勝也 校長 21 松笠　勝也 校長

22 小林　義則 教頭 22 小林　義則 教頭

23 松浦　明日香 主幹教諭 23 松浦　明日香 主幹教諭

24 小谷　寿樹 城北地区自治会長会 24 小谷　寿樹 城北地区自治会長会

25 畑　基樹 畑地区自治会長 25 畑　基樹 畑地区自治会長

26 西羅　彰夫 学識経験者 26 西羅　彰夫 学識経験者

27 山本　恭子 小ＰＴＡ 27 山本　恭子 小ＰＴＡ

28 和田　聡子 ＰＴＡわかば会会長 28 和田　聡子 ＰＴＡわかば会会長

29 小立　記正 まちづくり協議会会長 29 小立　記正 まちづくり協議会会長

30 藤本　健 校長 30 藤本　健 校長

31 山本　真 教頭 31 山本　真 教頭

32 石井　健一 主幹教諭 32 石井　健一 主幹教諭

33 小山　敏 学識経験者（元校長・保護司） 33 小山　敏 学識経験者（元校長・保護司）

34 谷田　又次 岡野地区自治会長会会長 34 谷田　又次 岡野地区自治会長会会長

35 谷田　章男 岡野地区民生児童委員（代表） 35 谷田　章男 岡野地区民生児童委員（代表）

36 中井　悦夫 岡野ふるさとづくり協議会（副会長） 36 中井　悦夫 岡野ふるさとづくり協議会（副会長）

37 山本　歩美 岡野子ども教室（コーディネーター） 37 山本　歩美 岡野子ども教室（コーディネーター）

38 福島　真弓 岡野小・幼ＰＴＡ 38 福島　真弓 岡野小・幼ＰＴＡ

39 溝端　真由美 岡野小・幼ＰＴＡ 39 溝端　真由美 岡野小・幼ＰＴＡ

40 角谷　慶治 学識経験者 40 角谷　慶治 学識経験者

41 杉本　克治 校長 41 杉本　克治 校長

42 梅垣　佳代 教頭 42 梅垣　佳代 教頭

43 細見　佳子 主幹教諭 43 細見　佳子 主幹教諭

44 森口　久 日置地区自治会長会会長 44 山本　晴朗 日置地区自治会長会会長

45 小倉　元一 ＰＴＡ会長 45 丸井　一正 城東小・幼ＰＴＡ会長

46 井関　亮子 ＰＴＡ副会長 46 森本　悦子 城東小・幼ＰＴＡ副会長

47 中野　光司 雲部地区自治会長会会長 47 中野　光司 雲部地区自治会長会会長

48 今西　和義 後川地区自治会長会会長 48 今西　和義 後川地区自治会長会会長

49 向井　祥隆 篠山東青少年健全育成協議会会長 49 向井　祥隆 篠山東青少年健全育成協議会会長

50 中西　節 学識経験者 50 中西　節 学識経験者

51 今井　進 学識経験者 51 今井　進 学識経験者

52 大西　慧子 更生保護女性会代表 52 大西　慧子 更生保護女性会代表

53 押部　匡子 校長 53 押部　匡子 校長

54 推薦中 教頭 54 藤本　豊記 教頭

55 佐々木　香 主幹教諭 55 佐々木　香 主幹教諭

篠山小学校　

八上小学校　

城北畑小学校　

篠山小学校　

八上小学校　

城北畑小学校　

岡野小学校　

城東小学校　

岡野小学校　

城東小学校　

学校運営協議会委員　新旧対照表
任期：令和２年３月３１日

№ 学校名

令和元年５月１６日現在

№ 学校名

令和元年６月１１日現在

令和元年度令和元年度
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№ 学校名

令和元年５月１６日現在

№ 学校名

令和元年６月１１日現在

令和元年度令和元年度

56 新藤　力 福住地区自治会長会会長 56 新藤　力 福住地区自治会長会会長

57 大藤　和人 大芋地区自治会長会会長 57 大藤　和人 大芋地区自治会長会会長

58 新才　博章 村雲地区自治会長会会長 58 新才　博章 村雲地区自治会長会会長

59 山本　盛人 ＰＴＡ 59 山本　盛人 ＰＴＡ

60 九鬼　健 ＰＴＡ副会長 60 九鬼　健 ＰＴＡ副会長

61 西村　和彦 ＰＴＡ副会長 61 西村　和彦 ＰＴＡ副会長

62 中馬　義治 学識経験者 62 中馬　義治 学識経験者

63 足立　浩 校長 63 足立　浩 校長

64 小嶋　拓也 教頭 64 小嶋　拓也 教頭

65 村岡　浩子 主幹教諭 65 村岡　浩子 主幹教諭

66 大西　洋 まちづくり協議会 66 大西　洋 まちづくり協議会

67 山本　至 地域有識者 67 山本　至 地域有識者

68 北山　豊 スポーツ２１会長 68 北山　豊 スポーツ２１会長

69 山本　博一 黒豆マイスター 69 山本　博一 黒豆マイスター

70 田渕　清彦 農園経営者 70 田渕　清彦 農園経営者

71 肥後　智江 読み聞かせの会代表 71 肥後　智江 読み聞かせの会代表

72 山西　和子 西紀ふれあい館館長 72 山西　和子 西紀ふれあい館館長

73 小谷　芳樹 民生児童委員 73 小谷　芳樹 民生児童委員

74 西村　保美 育成会会長 74 西村　保美 育成会会長

75 小山　圭一 育成会副会長 75 小山　圭一 育成会副会長

76 細見　康彦 校長 76 細見　康彦 校長

77 荒木　美景 教頭 77 荒木　美景 教頭

78 五十川　直子 主幹教諭 78 五十川　直子 主幹教諭

79 岡澤　　久 前自治会長会会長 79 岡澤　　久 前自治会長会会長

80 赤穂　利和 西紀中地区里づくり協議会局事務局 80 赤穂　利和 西紀中地区里づくり協議会局事務局

81 宇杉　昌史 民生委員児童委員 81 宇杉　昌史 民生委員児童委員

82 林　泰代 元民生委員児童委員 82 林　泰代 元民生委員児童委員

83 佐藤　美鈴 更生保護女性会 83 佐藤　美鈴 更生保護女性会

84 井階　慧一 育友会 84 井階　慧一 育友会

85 畑中　さとる 校長 85 畑中　さとる 校長

86 浅田　智広 教頭 86 浅田　智広 教頭

87 礒貝　陽吉 主幹教諭 87 礒貝　陽吉 主幹教諭

88 向山　憲雄 草山郷づくり協議会会長 88 谷掛　まゆみ 草山郷づくり協議会副会長

89 谷掛　宣明 遠方自治会長 89 森口　繁一 川阪自治会長

90 谷掛　さち子 北っ子見守り隊、幼稚園評議員 90 谷掛　さち子 北っ子見守り隊、幼稚園評議員

91 細川　通生 育友会会長 91 榮　秀実 育友会会長

92 細見　悟 学識経験者 92 細見　悟 学識経験者

93 谷掛　加代美　 幼稚園評議員

94 本田　毅 校長 93 本田　毅 校長

95 推薦中 教頭 94 細見　泰弘 教頭

96 岡澤　大介 主幹教諭 95 岡澤　大介 主幹教諭

97 斉藤　邦彦 大山郷づくり協議会会長 96 團野　廣美 大山郷づくり協議会会長

98 澤　敏司 学識経験者（元校長） 97 澤　敏司 学識経験者（元校長）

99 竹田　德成 大山地区自治会長会代表 98 竹田　德成 大山地区自治会長会代表

100 伊勢　隆雄 一般社団法人天内代表 99 伊勢　隆雄 一般社団法人天内代表

101 森本　俊治 大山振興会理事 100 森本　俊治 大山振興会理事

102 水船　幸子 大山愛育班代表 101 水船　幸子 大山愛育班代表

103 大坪　ちづ子 ほほえみ大山副会長 102 大坪　ちづ子 ほほえみ大山副会長

104 井上　弘之 大山小・幼　PTA 103 井上　弘之 大山小・幼　PTA

105 小田　環 校長 104 小田　環 校長

106 髙橋　智德 教頭 105 髙橋　智德 教頭

107 大江　健 主幹教諭 106 大江　健 主幹教諭

108 高藤　奈美 事務職員 107 高藤　奈美 事務職員

109 波多野　恭守 まちづくり協議会会長 108 波多野　恭守 まちづくり協議会会長

110 齋藤　泰博 味間地区自治会長会 109 齋藤　泰博 味間地区自治会長会

111 田中　淳夫 民生児童委員　理事 110 田中　淳夫 民生児童委員　理事

112 金井　拓男 青少年健全育成協議会味間地区会長 111 金井　拓男 青少年健全育成協議会味間地区会長

113 松下　薫 老人クラブ代表 112 松下　薫 老人クラブ代表

114 中辻　敦子 ＰＴＡ 113 中辻　敦子 ＰＴＡ

115 大久保　寿典 ＰＴＡ 114 大久保　寿典 ＰＴＡ

116 津瀬　雅之 校長 115 津瀬　雅之 校長

117 中澤　昌樹 教頭 116 中澤　昌樹 教頭

118 難波　雪絵 主幹教諭 117 難波　雪絵 主幹教諭

西紀北小学校　

大山小学校　

味間小学校　

西紀小学校　

多紀小学校　

西紀南小学校　

西紀小学校　

大山小学校　

西紀北小学校　

味間小学校　

多紀小学校　

西紀南小学校　
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№ 学校名

令和元年５月１６日現在

№ 学校名

令和元年６月１１日現在

令和元年度令和元年度

119 西潟　弘 城南地区自治会長会会長 118 西潟　弘 城南地区自治会長会会長

120 杉尾　るり子 学識経験者 119 杉尾　るり子 学識経験者

121 小林　泰雄 アグリステーション篠山代表 120 小林　泰雄 アグリステーション篠山代表

122 長島　義典 ＰＴＡ会長 121 増井　あゆみ ＰＴＡ会長

123 森本　豊 ＰＴＡ副会長 122 小林　ゆかり ＰＴＡ副会長

124 佐藤　妙子 城南学童クラブ指導者 123 佐藤　妙子 城南学童クラブ指導者

125 推薦中 校長 124 中野　龍文 校長

126 足立　真一郎 教頭 125 足立　真一郎 教頭

127 中西　正也 主幹教諭 126 中西　正也 主幹教諭

128 酒井　俊宏 古市小幼PTA 127 酒井　俊宏 古市小幼PTA

129 宮田　俊昭 古市小幼PTA 128 宮田　俊昭 古市小幼PTA

130 田中　満理子 古市小幼PTA 129 田中　満理子 古市小幼PTA

131 宮本　芙美子 古市まちづくり協議会事務局長 130 宮本　芙美子 古市まちづくり協議会事務局長

132 松田　秀耕 古市地区自治会長会 131 松田　秀耕 古市地区自治会長会

133 酒井　達哉 学識経験者 132 酒井　達哉 学識経験者

134 松本　里美 古市地区愛育班代表 133 松本　里美 古市地区愛育班代表

135 荻野　孝幸 校長 134 荻野　孝幸 校長

136 五十川　聡 教頭 135 五十川　聡 教頭

137 竹山　智保 主幹教諭 136 竹山　智保 主幹教諭

138 前川　頼男 民生児童委員会 137 前川　頼男 民生児童委員会

139 市野　達也　　 商工会 138 市野　達也　　 商工会

140 橋元　工 学識経験者 139 橋元　工 学識経験者

141 松本　直也 前ＰＴＡ会長 140 松本　直也 前ＰＴＡ会長

142 藤本　まり子 学識経験者 141 藤本　まり子 学識経験者

143 岩本　徹 まちづくり協議会 142 岩本　徹 まちづくり協議会

144 藤井　恭子 ＰＴＡ副会長 143 藤井　恭子 ＰＴＡ副会長

145 市野　清治 自治会長会 144 市野　清治 自治会長会

146 堀　香織 校長 145 堀　香織 校長

147 近成　真介 教頭 146 近成　真介 教頭

148 出口　陽正 主幹教諭 147 出口　陽正 主幹教諭

149 平田　和男 篠山地区自治会長会 148 平田　和男 篠山地区自治会長会

150 井関　功 八上地区自治会長会 149 井関　功 八上地区自治会長会

151 畑　基樹 畑地区自治会長会 150 畑　基樹 畑地区自治会長会

152 小谷　寿樹 城北地区自治会長会 151 小谷　寿樹 城北地区自治会長会

153 谷田　又次 岡野地区自治会長会 152 谷田　又次 岡野地区自治会長会

154 西潟　弘 城南地区自治会長会 153 西潟　弘 城南地区自治会長会

155 丹後　政俊 学識経験者 154 丹後　政俊 学識経験者

156 川上　あゆみ ＰＴＡ副会長 155 川上　あゆみ ＰＴＡ副会長

157 西田　直勝 篠山市老人クラブ 156 西田　直勝 篠山市老人クラブ

158 泉　より子 民生児童委員篠山支部 157 泉　より子 民生児童委員篠山支部

159 藤井　恵一 篠山ロータリークラブ 158 藤井　恵一 篠山ロータリークラブ

160 高田　貴美彦 篠山中学校ＰＴＡ会長 159 高田　貴美彦 篠山中学校ＰＴＡ会長

161 細見　博文 校長 160 細見　博文 校長

162 木村　暁 教頭 161 木村　暁 教頭

163 吉見　達也 主幹教諭 162 吉見　達也 主幹教諭

164 西田　典弘 教諭 163 西田　典弘 教諭

165 西田　加奈子 教諭 164 西田　加奈子 教諭

166 山本　晴朗 日置地区自治会 165 山本　晴朗 日置地区自治会

167 石田　博史 後川地区自治会 166 石田　博史 後川地区自治会

168 山田　俊朗 雲部地区自治会 167 山田　俊朗 雲部地区自治会

169 新藤　力 福住地区自治会 168 新藤　力 福住地区自治会

170 藤田　福夫 大芋地区自治会 169 藤田　福夫 大芋地区自治会

171 新才　博章 村雲地区自治会 170 新才　博章 村雲地区自治会

172 羽田　登喜雄 老人クラブ 171 羽田　登喜雄 老人クラブ

173 遠山　泉美 主任児童委員 172 遠山　泉美 主任児童委員

174 藤井　葉子 多紀地区民生児童委員 173 藤井　葉子 多紀地区民生児童委員

175 井関　亮子 ＰＴＡ 174 井関　亮子 ＰＴＡ

176 溝端　洋美 校長 175 溝端　洋美 校長

177 小川　浩一 教頭 176 小川　浩一 教頭

178 谷口　泰弘 主幹教諭 177 谷口　泰弘 主幹教諭

城南小学校　

古市小学校　古市小学校　

今田小学校　

篠山中学校　

篠山東中学校　

今田小学校　

篠山中学校　

篠山東中学校　

城南小学校　
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№ 学校名

令和元年５月１６日現在

№ 学校名

令和元年６月１１日現在

令和元年度令和元年度

179 細見　悟 学識経験者 178 細見　悟 学識経験者

180 中村　博志 西紀自治会長会 179 中村　博志 西紀自治会長会

181 岡部　喜久男 西紀青少年健全育成推進協議会会長 180 岡部　喜久男 西紀青少年健全育成推進協議会会長

182 森本　彰人 西紀体育振興会会長 181 森本　彰人 西紀体育振興会会長

183 加茂前　秀夫 丹波篠山文化会議 182 加茂前　秀夫 丹波篠山文化会議

184 細見　みさ子 民生委員児童委員協議会西紀支部 183 細見　みさ子 民生委員児童委員協議会西紀支部

185 岩﨑　智彦 地域密着型サークルにしき恋 184 岩﨑　智彦 地域密着型サークルにしき恋

186 奥岸　明彦 篠山市化石保護技術員 185 奥岸　明彦 篠山市化石保護技術員

187 飯田　英明 西紀中学校ＰＴＡ 186 飯田　英明 西紀中学校ＰＴＡ

188 阪下　千代美 篠山ビデオサークル「レインボー」代表 187 阪下　千代美 篠山ビデオサークル「レインボー」代表

189 谷口　雅世 西紀中学校ＰＴＡ 188 谷口　雅世 西紀中学校ＰＴＡ

190 伊勢　三十六 校長 189 伊勢　三十六 校長

191 岸田　幸雄 教頭 190 岸田　幸雄 教頭

192 星宗　浩一 主幹教諭 191 星宗　浩一 主幹教諭

193 丸山　和美 養護教諭 192 丸山　和美 養護教諭

194 難波　義則 事務職員 193 難波　義則 事務職員

195 井上　千洋 大山宮自治会長 194 井上　千洋 大山宮自治会長

196 齋藤　泰博 味間地区自治会長会会長 195 齋藤　泰博 味間地区自治会長会会長

197 小前　扶元　 宇土自治会副会長 196 小前　扶元　 宇土自治会副会長

198 市嶋　弘昭 保護司会 197 市嶋　弘昭 保護司会

199 西田　直美 主任児童委員 198 西田　直美 主任児童委員

200 酒井　篤史 ＰＴＡ会長 199 酒井　篤史 ＰＴＡ会長

201 田中　貴美代 ＰＴＡ副会長 200 田中　貴美代 ＰＴＡ副会長

202 松田　秀耕 古市地区自治会長会会長 201 松田　秀耕 古市地区自治会長会会長

203 五十川　聡 古市小教頭 202 五十川　聡 古市小教頭

204 田端　俊典 校長 203 田端　俊典 校長

205 塩尻　活平 教頭 204 塩尻　活平 教頭

206 火置　和子 教諭 205 火置　和子 教諭

207 岩本　徹 ＰＴＡ 206 岩本　徹 ＰＴＡ

208 大前　光 青少協 207 大前　光 青少協

209 前田　浩之 民生児童委員 208 前田　浩之 民生児童委員

210 市野　雅利 商工会 209 市野　雅利 商工会

211 吉川　優子 地域活動経験者 210 吉川　優子 地域活動経験者

212 前中　忠 自治会長会 211 前中　忠 自治会長会

213 小林　健太郎 地域活動経験者 212 小林　健太郎 地域活動経験者

214 中道　博 校長 213 中道　博 校長

215 足立　貞治 教頭 214 足立　貞治 教頭

216 木村　研 主幹教諭 215 木村　研 主幹教諭

217 鈴木　恵美 ＰＴＡ会長 216 鈴木　恵美 ＰＴＡ会長

218 押田　正克 ささやま通園センター 217 押田　正克 ささやま通園センター

219 尾形　繁 ＰＴＡ事業部長 218 尾形　繁 ＰＴＡ事業部長

220 新才　博章 民生委員児童委員協議会前副会長 219 新才　博章 民生委員児童委員協議会前副会長

221 西嶋　登代美 手をつなぐ育成会副会長 220 西嶋　登代美 手をつなぐ育成会副会長

222 大内　敬司 篠山青年会議所 221 大内　敬司 篠山青年会議所

223 岩永　良一 前沢田自治会長 222 岩永　良一 前沢田自治会長

224 高森　俊広 校長 223 高森　俊広 校長

225 依田　善裕 教頭 224 依田　善裕 教頭

226 岡澤　直樹 主幹教諭 225 岡澤　直樹 主幹教諭

今田中学校

篠山養護学校　

丹南中学校　

西紀中学校　

今田中学校

西紀中学校　

丹南中学校　

篠山養護学校　
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