
第２回　調布市２０１９－２０２０プロジェクト全体会議　名簿

No. 機関・団体等 役職名 氏名 分野

1 調布市長 長友　貴樹 行政
2 調布市 副市長 伊藤　栄敏 行政
3 調布市 副市長 荒井　芳則 行政
4 調布市教育委員会 教育長 大和田　正治 行政
5 調布市 行政経営部長 今井　隆司 行政
6 調布市 行政経営部参事 山内　隆宏 行政
7 調布市 総務部長 小杉　茂 行政
8 調布市 総務部危機管理担当部長 大貫　貞夫 行政
9 調布市 市民部長 城戸　雅幸 行政

10 調布市 生活文化スポーツ部長 宇津木　光次郎 行政
11 調布市 生活文化スポーツ部産業振興担当部長 田波　利明 行政
12 調布市 子ども生活部長 野澤　薫 行政
13 調布市 福祉健康部長 山本　雅章 行政
14 調布市 福祉健康部参事 涌田　俊幸 行政
15 調布市 環境部長 岩本　宏樹 行政
16 調布市 都市整備部長 八田　主税 行政
17 調布市 都市整備部参事 江田　信久 行政
18 調布市 会計管理者 島貫　隆将 行政
19 調布市 教育部長 柏原　公毅 行政
20 調布市 監査事務局長 田口　学 行政
21 調布市 議会事務局長 小林　明信 行政
22 衆議院 伊藤　達也 議会
23 衆議院 山花　郁夫 議会
24 参議院 山添　拓 議会
25 東京都議会 議長 尾崎　大介 議会
26 東京都議会 中嶋　義雄 議会
27 調布市議会 議長 田中　久和 議会
28 調布市議会 副議長 井上　耕志 議会
29 調布市議会 渡辺　進二郎 議会
30 調布市議会 小林　充夫 議会
31 調布市議会 伊藤　学 議会
32 調布市議会 大須賀　浩裕 議会
33 調布市議会 大野　祐司 議会
34 調布市議会 狩野　明彦 議会
35 調布市議会 鈴木　宗貴 議会
36 調布市議会 林　明裕 議会
37 調布市議会 元木　勇 議会
38 調布市議会 丸田　絵美 議会
39 調布市議会 清水　仁恵 議会
40 調布市議会 川畑　英樹 議会
41 調布市議会 榊原　登志子 議会
42 調布市議会 広瀬　美知子 議会
43 調布市議会 宮本　和実 議会
44 調布市議会 小林　市之 議会
45 調布市議会 平野　充 議会
46 調布市議会 須山　妙子 議会
47 調布市議会 橘　正俊 議会
48 調布市議会 内藤　美貴子 議会
49 調布市議会 雨宮　幸男 議会
50 調布市議会 岸本　直子 議会
51 調布市議会 武藤　千里 議会
52 調布市議会 大河　巳渡子　 議会
53 調布市議会 二宮　陽子 議会
54 公益社団法人調布市体育協会 会長 林　清一 スポーツ
55 スポーツ推進委員会 会長 清水　良夫 スポーツ
56 ＮＰＯ法人調和ＳＨＣ倶楽部 会長 小高　拓也 スポーツ
57 公益財団法人調布市文化・コミュニティ振興財団 理事長 荻本　貞臣 文化・国際交流
58 調布市文化協会 会長 加藤　弘子 文化・国際交流
59 調布市国際交流協会 理事長 瀧柳　嘉市 文化・国際交流
60 調布市商工会 会長 栁澤　勇 産業・観光・交通
61 仙川商店街協同組合 理事長 川原　慎一 産業・観光・交通
62 若仙会 会長 小原　武 産業・観光・交通
63 若葉商友会 会長 山口　亮一 産業・観光・交通
64 つつじヶ丘商店会 会長 石井 喜元 産業・観光・交通
65 富士見街商店会 会長 津浦　桂子 産業・観光・交通
66 上の原商店会 会長 富澤  寿夫 産業・観光・交通
67 深大寺通り商店会 会長 谷合　俊広 産業・観光・交通
68 柴崎駅北口商店会 会長 森田　純一 産業・観光・交通
69 国領商盛会 会長 相田　英俊 産業・観光・交通
70 深大寺表参道商店会 会長 内野　和彦 産業・観光・交通
71 野ヶ谷中央商店会 会長 富沢　光隆 産業・観光・交通
72 梅の湯商店会 会長 横山　泰 産業・観光・交通
73 布田南商店会 会長 若名　外喜夫 産業・観光・交通
74 不動商店会 会長 坂本 薫 産業・観光・交通
75 調布中央商店会 会長 山口　昌之 産業・観光・交通
76 調布百店街 会長 飯田　和子 産業・観光・交通
77 上布田商栄会 会長 中澤　正勝 産業・観光・交通
78 天神通り商店会 会長 土田　衛 産業・観光・交通
79 小島商栄会 会長 杉﨑　吉則 産業・観光・交通
80 調布銀座商栄会協同組合 理事長 松澤 和昌 産業・観光・交通
81 多摩川商栄会 会長 高橋　勲 産業・観光・交通
82 下石原商店会 会長 山賀　重和 産業・観光・交通
83 西調布一番街 会長 柏　健 産業・観光・交通
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84 西調布振興会 会長 齊藤　純一 産業・観光・交通
85 飛田給駅南口商店会 会長 大村 隆 産業・観光・交通
86 富士見町商店会 会長 白井　貞治 産業・観光・交通
87 深大寺そば組合 会長 内野　和彦 産業・観光・交通
88 調布市観光協会 会長 原島　芳一 産業・観光・交通
89 天台宗別格本山浮岳山昌楽院深大寺 ご住職 張堂　完俊 産業・観光・交通
90 京王電鉄株式会社京王中央管区 管区長 髙木　勝之 産業・観光・交通
91 京王バス東株式会社調布営業所 所長 苗村　俊雄 産業・観光・交通
92 小田急バス株式会社狛江営業所 所長 府川　義雄 産業・観光・交通
95 警視庁調布警察署 署長 大澤　真一 安全・安心
96 東京消防庁調布消防署 署長 園部　秀智 安全・安心
97 調布市消防団 団長 永易　正敏 安全・安心
98 調布交通安全協会 会長 大槻　智子 安全・安心
99 調布地区防犯協会 会長 荻本　貞臣 安全・安心

100 東京都多摩府中保健所 所長 田原　なるみ 安全・安心
101 株式会社ジェイコムイースト調布局 局長 松野　紀志人 メディア・報道
102 調布エフエム放送株式会社 代表取締役 南　孝二 メディア・報道
103 自治会連合協議会 会長 有原　成夫 まち・地域
104 こくりょう・みんなの広場（国領小学校地区） 会長 宇治　和子 まち・地域
105 飛田給小学校地区協議会（飛田給小学校地区） 会長 小池　政人 まち・地域
106 きずな（滝坂小地区協議会）（滝坂小学校地区） 会長 鈴木　文夫 まち・地域
107 八雲台小学校地区協議会（八雲台小学校地区） 会長 添田　光威 まち・地域
108 第三小学校地区まちづくり協議会（第三小学校地区） 会長 髙橋　一明 まち・地域
109 富士見台地区協議会（富士見台小学校地区） 会長 竹口　裕 まち・地域
110 多摩川地区協議会(多摩川小学校地区) 会長 田中　佳子 まち・地域
111 緑ヶ丘・仙川まちづくり協議会（緑ケ丘小学校地区） 会長 田中　次郎 まち・地域
112 すぎもり地区協議会（杉森小地区協議会） 会長 中島　俊子 まち・地域
113 石原小学校地区協議会（石原小学校地区） 会長 二宮　喜恵子 まち・地域
114 ちょうわ地区協議会（調和小学校地区） 会長 姫野　由利子 まち・地域
115 若葉学校地区協議会（若葉小学校地区） 会長 藤丸　卓男 まち・地域
116 いっしょうふれあいネットワーク（第一小学校地区） 会長 松澤　和昌 まち・地域
117 北ノ台まちづくりネットワーク（北ノ台小学校地区） 会長 矢田部　正照 まち・地域
118 上ノ原まちづくりの会（上ノ原小学校地区） 会長 吉見　政子 まち・地域
119 布田小地区ハッピータウン協議会（布田小学校地区） 会長 依田　耕兒 まち・地域
120 調布青年会議所 理事長 遠藤　大貴 まち・地域
121 健全育成推進地区代表者連絡協議会 会長 原　寿史 まち・地域
122 東京調布ライオンズクラブ 会長 鍛　邦雄 まち・地域
123 国際ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ東京－調布 会長 新國　初恵 まち・地域
124 国際ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ東京－調布ﾛｰﾚﾙ 会長 田近　紀久子 まち・地域
125 東京調布ロータリークラブ 会長 林　清一 まち・地域
126 東京調布むらさきロータリークラブ 会長 菅　哲生 まち・地域
127 社会福祉法人調布市社会福祉協議会 会長 関森　正義 社会福祉
128 公益社団法人調布市医師会 会長 佐々木　伸彦 社会福祉
129 一般社団法人調布市歯科医師会 会長 杉本　明 社会福祉
130 一般社団法人調布市薬剤師会 会長 常谷　紀子 社会福祉
131 調布市柔道整復師会 会長 藤田　哲郎 社会福祉
132 調布市福祉作業所等連絡会 代表 長尾　英治 社会福祉
133 身体障害者福祉協会 会長 丸山　麗子 社会福祉
134 視覚障害者福祉協会 会長 愛沢　法子 社会福祉
135 調布市聴覚障害者協会 会長 井村　茂樹 社会福祉
136 精神障害者家族会かささぎ会 会長 平田　直之 社会福祉
137 調布心身障害児・者親の会 理事長 村上　佳子 社会福祉
138 調布市民生児童委員協議会 市民児協会長 小川　時雄 社会福祉
139 調布保護司会 会長 相田　常行 社会福祉
140 調布市赤十字奉仕団 会長 田邉　美春 社会福祉
141 調布市老人クラブ連合会 会長 兼子　久 社会福祉
142 調布市教育委員会 教育長職務代理者 奈尾　力 教育
143 調布市教育委員会 委員 福山　めぐみ 教育
144 調布市教育委員会 委員 加藤　実三 教育
145 調布市教育委員会 委員 徳田　愛子 教育
146 調布市教育委員会 委員 川原　和哉 教育
147 調布市立小学校長会 会長 川島　隆宏 教育
148 調布市立中学校長会 会長 平岡　盛仁 教育
149 調布市公立学校ＰＴＡ連合会 会長 細川　真彦 教育
150 調布私立幼稚園協会 会長 吉田　勝重 教育
151 調布市保育園協会 会長 渡邊　邦康 教育
152 都立神代高等学校 校長 小野寺　真也 教育
153 都立調布南高等学校 校長 山崎　仁 教育
154 都立調布北高等学校 校長 清水　智之 教育
155 晃華学園中学校高等学校 校長 西山　恵子 教育
156 桐朋女子中・高等学校 校長 千葉　裕子 教育
157 明治大学付属明治高等学校・明治中学校 校長 安藏　伸治 教育
158 電気通信大学 学長 福田　喬 教育
159 明治大学 学長 土屋　恵一郎 教育
160 桐朋学園大学 学長 梅津　時比古 教育
161 桐朋学園芸術短期大学 学長 越光　照文 教育
162 白百合女子大学 学長 田畑　邦治 教育
163 東京外国語大学 学長 立石　博高 教育
164 東京慈恵会医科大学 学長 松藤　千弥 教育
165 ルーテル学院大学 学長 市川　一宏 教育
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