
所属 役職 氏名 代理 随行

経営戦略室 室長 糸藤　直之

水道部 部長 伊木　聖児

経営戦略室経営企画課 課長 森下　龍太 ○

経営戦略室みらい創造係 係長 伊藤　優一 ○

水道部管理課 担当課長 藤井　啓祐 ○

上下水道部 副部長兼水道総務課長 蒲原　功 ○

上下水道部水道総務課 主任 藤原　基 ○

上下水道部 部長 大喜多　義之

上下水道部 次長 竹内　章二 ○

上下水道部 部長 厳嶋　敏之

上下水道部営業課 課長 大野　正美 ○

上下水道部 水道技術管理者 鵜野　裕一 ○

上下水道部 部長 山田　俊士

上下水道部 次長兼経営課長 木下　章伸 ○

上下水道部 部長 髙田　太

経営管理室 担当課長 上杉　直彦 ○

水道事業管理者 池尻　潔昭

環境事業部 部長 久貝　茂

環境事業部上下水道課 課長 吉田　賢史 ○

上下水道課 課長 高山　毅 ○

上下水道課 課長補佐 内田　貴信 ○

理事 中島　一也

建設事業担当理事 垣内　清文

上下水道課 課長補佐 森本　崇嗣 ○

建設産業課 課長 福島　学

建設事業課 課長 馬場　正実

経理営業課 課長 𠮷岡　満 ○

建設環境課 課長 末廣　昇哉

所長 瀬野　加津人

技術次長 長砂　龍次 ○

府民環境部 公営企業管理監兼副部長 曽和　良広 ○

総務部自治振興課 課長 砂子坂　孝之 ○

山城広域振興局地域連携・振興部 企画・連携推進課主幹兼係長 松浦　佳徳 ○

課長 榎戸　芳文

参事 大路　裕子

主幹兼係長 水落　高明

主任 久保田　仁美

技師 三浦　智弘

技師 福永　大喜

主幹兼係長 藤川　雄二郎

総務部自治振興課 主事 高田　壮一朗 ○

政策企画部企画参事（南部係） 主事 松下　千馬

乙訓保健所環境衛生課

山城北保健所環境衛生課

山城南保健所環境衛生課

京都市

欠席

宇治田原町

井手町

府営水道

南山城村

精華町

和束町

笠置町

欠席

欠席

京都府水道事業広域的連携等推進協議会　令和４年度第１回幹事会（南部圏域）　出席者名簿

団体

京都府
（事務局）

府民環境部公営企画課

京都府
（構成員）

久御山町

大山崎町

木津川市

京田辺市

八幡市

長岡京市

向日市

城陽市

宇治市



所属 役職 氏名 代理 随行

上下水道部 部長 西田　隆

上下水道部総務・経営課 課長 木村　公一 ○

上下水道部 部長 片山　智之

上下水道部上水道課 課長 宅間　俊之 ○

産業建設部上下水道課 課長 保田　利和 ○

府民環境部 公営企業管理監兼副部長 曽和　良広 ○

総務部自治振興課 課長 砂子坂　孝之 ○

南丹広域振興局地域連携・振興部 企画・連携推進課長 平　康夫 ○

課長 榎戸　芳文

主幹兼係長 水落　高明

主任 久保田　仁美

技師 三浦　智弘

技師 福永　大喜

自治振興課 課長補佐兼係長 橋爪　友香 ○

政策企画部企画参事（中部係）

課長補佐兼係長 三谷　亜里子

技師 鳥羽　泰史

京都府
（構成員）

京都府
（事務局）

府民環境部公営企画課

京都府水道事業広域的連携等推進協議会　令和４年度第１回幹事会（中部圏域）　出席者名簿

団体

京丹波町

南丹市

亀岡市

南丹保健所環境衛生課

欠席



所属 役職 氏名 代理 随行

上下水道部 部長 中村　直樹

上下水道部水道課 課長 井上　義信 ○

上下水道部 部長 新谷　哲也

上下水道部 次長 田畑　敦郎 ○

上下水道部 次長 小林　浩子 ○

上下水道部上水道課 課長補佐 中村　靖 ○

建設部 部長 森口　英一

建設部上下水道課 課長 田村　育生 ○

上下水道部 部長 橋本　直樹

上下水道部経営企画整備課 課長 小坂　貴寛 ○

上下水道課 課長 山添　雅男

上下水道課 主幹 赤西　秀幸 ○

地域整備課 上水道係長 下垣　友明 ○

府民環境部 公営企業管理監兼副部長 曽和　良広 ○

総務部自治振興課 参事 中埜　博之 ○

中丹広域振興局地域連携・振興部 企画・連携推進課長 田中　秀文 ○

丹後広域振興局地域連携・振興部 企画・連携推進課長 古田　良明 〇

課長 榎戸　芳文

主幹兼係長 水落　高明

主任 久保田　仁美

技師 三浦　智弘

技師 福永　大喜

自治振興課 主事 高田　壮一朗 ○

公営企業管理事務所 所長 住田　育功

政策企画部企画参事（北部係）

中丹西保健所環境衛生課 技師 石山　彩奈

中丹東保健所環境衛生課 副主査 田淵　友佳

丹後保健所環境衛生課 課長補佐兼係長 新宮　なお美

京都府
（構成員）

京都府
（事務局）

府民環境部公営企画課

京都府水道事業広域的連携等推進協議会　令和４年度第１回幹事会（北部圏域）　出席者名簿

団体

与謝野町

京丹後市

宮津市

綾部市

舞鶴市

福知山市

伊根町

欠席


