
第２期基本計画策定浦安市民会議　分科会名簿

区　分 備　　　考
石原　祐志 市民委員 市街地整備、市街地環境の保全グループ
泉　　耿介 市民委員 市街地整備、市街地環境の保全グループ
岩田　忠和 市民委員 道路、公共交通、自動車交通対策等／自転車対策グループ
内浜　一也 市民委員 道路、公共交通、自動車交通対策等／自転車対策グループ
江袋　聡司 市民委員 市街地整備、市街地環境の保全グループ
奥嶋　勲 市民委員 街づくりの方向性グループ
香取　栄次 市民委員 防災対策グループ
上村　一憲 市民委員 道路、公共交通、自動車交通対策等／自転車対策グループ
木川　健 市民委員 街づくりの方向性グループ
城戸　励二 市民委員 街づくりの方向性グループ

○ 小林　裕 市民委員 道路、公共交通、自動車交通対策等／自転車対策グループ
笹野　俊一 市民委員 防災対策グループ

◎ 繁治　寿 市民委員 防災対策グループ
志水　秀人 市民委員 道路、公共交通、自動車交通対策等／自転車対策グループ
下舞　博美 市民委員 道路、公共交通、自動車交通対策等／自転車対策グループ
鈴木　隆文 市民委員 市街地整備、市街地環境の保全グループ
壽田　麟輔 市民委員 市街地整備、市街地環境の保全グループ
髙橋　英力 市民委員 道路、公共交通、自動車交通対策等／自転車対策グループ
富谷　信夫 市民委員 防災対策グループ
新田　稔 市民委員 街づくりの方向性グループ
則武　秀昭 市民委員 防災対策グループ
長谷川　治夫 市民委員 市街地整備、市街地環境の保全グループ
馬場　信光 市民委員 市街地整備、市街地環境の保全グループ
浜野　裕子 市民委員 防災対策グループ
林　　正次郎 市民委員 市街地整備、市街地環境の保全グループ

○ 樋口　正 市民委員 防災対策グループ
福原　麗子 市民委員 道路、公共交通、自動車交通対策等／自転車対策グループ
古田　泰邦 市民委員 防災対策グループ

○ 本田　昴 市民委員 市街地整備、市街地環境の保全グループ
宮下　新市 市民委員 防災対策グループ
三輪　哲朗 市民委員 道路、公共交通、自動車交通対策等／自転車対策グループ
山本　悦子 市民委員 市街地整備、市街地環境の保全グループ

○ 六本木 和義 市民委員 街づくりの方向性グループ
阪本　一郎 学識委員 市民会議副座長　明海大学不動産学部　教授　
佐久間 康富 学識委員 早稲田大学教育・総合科学学術院　助手
山﨑　勝己 職員委員 浦安市　都市整備部　都市政策課
秋本　巧 職員委員 浦安市　都市整備部　市街地開発課
大塚　利幸 職員委員 浦安市　総務部　防災課

※　◎は、分科会リーダー　　　　 
※　○は、分科会サブ・リーダー

街づくり分科会
氏　　　名
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第２期基本計画策定浦安市民会議　分科会名簿

区　分 備　　　考
石橋　正宏 市民委員 都市景観グループ
岩井　富夫 市民委員 都市景観グループ
上野　菊良 市民委員 環境形成（水と緑）グループ
神谷　幸隆 市民委員 環境形成（水と緑）グループ
城戸　夫巳枝 市民委員 環境形成（水と緑）グループ
久保　博海 市民委員 地球環境・身近な環境保全グループ

○ 後藤　隆 市民委員 環境形成（水と緑）グループ
近野　孝行 市民委員 環境形成（水と緑）グループ
芝野　日出男 市民委員 都市景観グループ
清水　政已 市民委員 環境形成（水と緑）グループ
如沢　康夫 市民委員 環境形成（水と緑）グループ

◎ 鈴木　健 市民委員 地球環境・身近な環境保全グループ
滝井　健次 市民委員 都市景観グループ
種本　利治 市民委員 地球環境・身近な環境保全グループ
田村　清晴 市民委員 都市景観グループ
中薗　正子 市民委員 地球環境・身近な環境保全グループ
長谷　慶二 市民委員 環境形成（水と緑）グループ
中村　周三 市民委員 都市景観グループ

○ 松井　英章 市民委員 地球環境・身近な環境保全グループ
緑川　孝子 市民委員 環境形成（水と緑）グループ
村瀬　聡 市民委員 環境形成（水と緑）グループ
門田　さやか 市民委員
山口　昇 市民委員 環境形成（水と緑）グループ

○ 横山　清美 市民委員 都市景観グループ
奥　　真美 学識委員 首都大学東京都市教養学部　教授
川口　有一郎 学識委員 早稲田大学 大学院ファイナンス研究科　教授
長島　忠 職員委員 浦安市　都市環境部　環境保全課
久我　真弘 職員委員 浦安市　都市環境部　環境保全課
土久　菜穂 職員委員 浦安市　都市整備部　都市政策課
伊藤　忠 職員委員 浦安市　都市整備部　道路管理課

※　◎は、分科会リーダー　　　　 
※　○は、分科会サブ・リーダー

暮らし・環境分科会
氏　　　名
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第２期基本計画策定浦安市民会議　分科会名簿

区　分 備　　　考
相原　勇二 市民委員 浦安で安心して暮らすグループ
浅田　一平 市民委員
飯塚　友之助 市民委員 浦安で安心して暮らすグループ
井川　忠由 市民委員 浦安で育つ・育てるグループ
伊藤　暁雄 市民委員 浦安で活躍するグループ
今井　真千子 市民委員 浦安で安心して暮らすグループ
永越　登美子 市民委員 浦安で活躍するグループ
岡田　沙衣子 市民委員 浦安で育つ・育てるグループ
廉隅　紀明 市民委員 浦安で安心して暮らすグループ
河本　邦彦 市民委員 浦安で安心して暮らすグループ
菅野　恭仁子 市民委員 浦安で活躍するグループ
木田　栄子 市民委員 浦安で活躍するグループ
草場　聖子 市民委員 浦安で活躍するグループ
小林　由美子 市民委員 浦安で活躍するグループ
佐藤　尚美 市民委員 浦安で活躍するグループ
神宮　チズ 市民委員 浦安で安心して暮らすグループ
末益　陽子 市民委員 浦安で活躍するグループ
杉田　泉 市民委員 浦安で活躍するグループ

○ 鷹箸　右子 市民委員 浦安で育つ・育てるグループ
○ 筒井　美恵 市民委員 浦安で安心して暮らすグループ
中島　純子 市民委員 浦安で育つ・育てるグループ
鍋野　加津美 市民委員 浦安で育つ・育てるグループ
西島　延大 市民委員 浦安で安心して暮らすグループ
西田　俊光 市民委員 浦安で活躍するグループ
西田　良枝 市民委員 浦安で安心して暮らすグループ
長谷川　康晴 市民委員 浦安で安心して暮らすグループ
廣田　信子 市民委員 浦安で活躍するグループ
深野　俊男 市民委員 浦安で安心して暮らすグループ
藤木　豊 市民委員 浦安で育つ・育てるグループ
細田　昌孝 市民委員 浦安で育つ・育てるグループ
松原　松代 市民委員 浦安で安心して暮らすグループ
三柴　金造 市民委員 浦安で活躍するグループ

◎ 宮野　憲一 市民委員 浦安で活躍するグループ
六井　輝八郎 市民委員 浦安で安心して暮らすグループ
森嶋　宏治 市民委員 浦安で安心して暮らすグループ
吉沢　操 市民委員 浦安で育つ・育てるグループ
石村 由利子 学識委員 順天堂大学医療看護学部　教授
磯崎　弘司 学識委員 了徳寺大学健康科学部 教授 理学療法学科長
大杉　麻美 学識委員 明海大学不動産学部　准教授
山口　忍 学識委員 順天堂大学医療看護学部　講師
有澤　佳彦 職員委員 浦安市　健康福祉部　介護保険課
梅澤　裕子 職員委員 浦安市　健康福祉部　健康増進課
大島　美智 職員委員 浦安市　こども部　こども発達センター
竹森　望 職員委員 浦安市　健康福祉部　障がい福祉課
峯﨑　あゆみ 職員委員 浦安市　こども部　こども家庭課

※　◎は、分科会リーダー　　　　 
※　○は、分科会サブ・リーダー

健康・福祉分科会
氏　　　名
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第２期基本計画策定浦安市民会議　分科会名簿

区　分 備　　　考
石田　哲也 市民委員 生涯学習グループ
魵澤　葉子 市民委員 家庭教育・地域教育・青少年の健全育成グループ
小川　伊久子 市民委員 家庭教育・地域教育・青少年の健全育成グループ
小川　侑子 市民委員 家庭教育・地域教育・青少年の健全育成グループ
尾木　雅子 市民委員 生涯学習グループ
奥山　英子 市民委員 学校教育グループ
川上　慎市郎 市民委員 生涯学習グループ

○ 河野　文化 市民委員 学校教育グループ
近藤　祐介 市民委員 学校教育グループ
白河　雅章 市民委員 生涯学習グループ

◎ 杉村　直 市民委員 家庭教育・地域教育・青少年の健全育成グループ
爾　　寛明 市民委員 学校教育グループ

○ 高橋　榮輔 市民委員 生涯学習グループ
千葉　明美 市民委員 家庭教育・地域教育・青少年の健全育成グループ
土屋　達男 市民委員 家庭教育・地域教育・青少年の健全育成グループ
鳥海　正美 市民委員 生涯学習グループ

○ 中尾　嘉伸 市民委員 学校教育グループ
長島　康晴 市民委員 学校教育グループ
花木　正光 市民委員 生涯学習グループ
林　　正雄 市民委員 生涯学習グループ
藤巻　由美 市民委員 学校教育グループ
舟田　香 市民委員 学校教育グループ
三谷　拓也 市民委員 生涯学習グループ
向井　拓 市民委員 学校教育グループ
牟田　雅子 市民委員 学校教育グループ
森近　健 市民委員 家庭教育・地域教育・青少年の健全育成グループ
矢野　理恵子 市民委員 家庭教育・地域教育・青少年の健全育成グループ
山田　順子 市民委員 学校教育グループ
山根　陽子 市民委員 家庭教育・地域教育・青少年の健全育成グループ
山内　久明 市民委員 生涯学習グループ
山本　直人 市民委員 学校教育グループ
山本　光子 市民委員 生涯学習グループ
湯浅　慎一郎 市民委員 生涯学習グループ
臼井  智美 学識委員 東京学芸大学国際教育センター　准教授
長島　啓記 学識委員 早稲田大学教育・総合科学学術院　教授
野島　正也 学識委員 文教大学人間科学部　教授　生涯学習センター長
北嶋　純代 職員委員 浦安市教育委員会　教育総務部　教育総務課　
若菜　秀彦 職員委員 浦安市教育委員会　教育総務部　指導課
横山　隆英 職員委員 浦安市教育委員会　教育総務部　指導課
金子　吉直 職員委員 浦安市教育委員会　生涯学習部　生涯学習課
高梨　晶子 職員委員 浦安市教育委員会　生涯学習部　堀江公民館
斉藤　扶知雄 職員委員 浦安市教育委員会　生涯学習部　市民スポーツ課

※　◎は、分科会リーダー　　　　 
※　○は、分科会サブ・リーダー

教育・生涯学習分科会
氏　　　名
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第２期基本計画策定浦安市民会議　分科会名簿

区　分 備　　　考
○ 芦田　由江 市民委員 市民活動の促進グループ
安藤　俊明 市民委員 市民活動の促進グループ

○ 岩波　道生 市民委員 産業の振興グループ
植田　栄子 市民委員 多様な市民交流の促進グループ
宇田川　太江子 市民委員 産業の振興グループ
内田　裕 市民委員 市民活動の促進グループ
内山　京子 市民委員 多様な市民交流の促進グループ
大谷　和正 市民委員 市民活動の促進グループ
置鮎　惠子 市民委員 地域活動の促進グループ
小田　栄子 市民委員 多様な市民交流の促進グループ
萱野　博道 市民委員 市民活動の促進グループ
川村  傳 市民委員 産業の振興グループ
木村　弘 市民委員 産業の振興グループ
越川　茂子 市民委員 市民活動の促進グループ
清水　真知子 市民委員 産業の振興グループ
白竹　昭 市民委員 多様な市民交流の促進グループ
神野　紳一郎 市民委員 産業の振興グループ
鈴木　邦男 市民委員 地域活動の促進グループ
高橋　孝雄 市民委員 市民活動の促進グループ

○ 多田　英輔 市民委員 地域活動の促進グループ
龍野　裕通 市民委員 産業の振興グループ
中川　安隆 市民委員 多様な市民交流の促進グループ
西村　進 市民委員 地域活動の促進グループ
服部　真樹 市民委員 産業の振興グループ

◎ 福永　香織 市民委員 産業の振興グループ
増山　徳子 市民委員 多様な市民交流の促進グループ
松井　修 市民委員 地域活動の促進グループ
松永　律夫 市民委員 市民活動の促進グループ
宮崎　泰 市民委員 多様な市民交流の促進グループ

○ 宮澤　君子 市民委員 多様な市民交流の促進グループ
矢野　加奈子 市民委員 産業の振興グループ

○ 山田　文章 市民委員 市民活動の促進グループ
脇田　宗一 市民委員 多様な市民交流の促進グループ
渡辺　聡子 市民委員 地域活動の促進グループ
大谷 奈緒子 学識委員 東洋大学社会学部　講師
奥村　隆一 学識委員 三菱総合研究所　主任研究員
川北　秀人 学識委員 IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]　代表
牧野　昌子 学識委員 ＮＰＯ法人千葉市民活動・市民事業サポートクラブ代表理事
高橋　豊文 職員委員 浦安市　総務部　防犯課
小池　康裕 職員委員 浦安市　市民経済部　地域ネットワーク課
杉山　正毅 職員委員 浦安市　市民経済部　市民活動推進課
森　　武夫 職員委員 浦安市　市民経済部　市民課
大塚　一樹 職員委員 浦安市　市民経済部　商工観光課

※　◎は、分科会リーダー　　　　 
※　○は、分科会サブ・リーダー

氏　　　名

市民活動・交流分科会
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第２期基本計画策定浦安市民会議　分科会名簿

区　分 備　　　考
上村　千明 市民委員
大島　章嘉 市民委員 行革検討グループ・グループリーダー
川端　英雄 市民委員 行革検討グループ
小出　和人 市民委員
齋藤　新一 市民委員 行革検討グループ
渋谷　賢二 市民委員 行革検討グループ
関根　操 市民委員 行革検討グループ

○ 仲澤　泰 市民委員 行革検討グループ
渕野　康一 市民委員 協働検討グループ・グループサブリーダー
三浦　恒 市民委員 協働検討グループ・グループリーダー
三船　強 市民委員 協働検討グループ

◎ 宮下　正紘 市民委員 協働検討グループ
大杉　覚 学識委員 市民会議座長　首都大学東京都市教養学部 教授
兼村　髙文 学識委員 明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科　教授
及川　力 職員委員 浦安市　財務部　財政課
齋藤　章典 職員委員 浦安市　市長公室　広聴広報課
髙橋　秀一 職員委員 浦安市　総務部　総務課

※　◎は、分科会リーダー　　　　 
※　○は、分科会サブ・リーダー

都市経営分科会
氏　　　名
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第２期基本計画策定浦安市民会議　分科会名簿

区　分 備　　　考
繁治　寿 市民委員 街づくり分科会リーダー
小林　裕 市民委員 街づくり分科会サブ・リーダー
樋口　正 市民委員 街づくり分科会サブ・リーダー
本田　昴 市民委員 街づくり分科会サブ・リーダー
六本木 和義 市民委員 街づくり分科会サブ・リーダー
鈴木　健 市民委員 暮らし・環境分科会リーダー　編集委員
後藤　隆 市民委員 暮らし・環境分科会サブ・リーダー
松井　英章 市民委員 暮らし・環境分科会サブ・リーダー
横山　清美 市民委員 暮らし・環境分科会サブ・リーダー
杉村　直 市民委員 教育・生涯学習分科会リーダー
高橋　榮輔 市民委員 教育・生涯学習分科会サブ・リーダー
中尾　嘉伸 市民委員 教育・生涯学習分科会サブ・リーダー
宮野　憲一 市民委員 健康・福祉分科会リーダー
鷹箸　右子 市民委員 健康・福祉分科会サブ・リーダー
筒井　美恵 市民委員 健康・福祉分科会サブ・リーダー
河野　文化 市民委員 教育・生涯学習分科会サブ・リーダー
福永　香織 市民委員 市民活動・交流分科会リーダー
芦田　由江 市民委員 市民活動・交流分科会サブ・リーダー
岩波　道生 市民委員 市民活動・交流分科会サブ・リーダー
多田　英輔 市民委員 市民活動・交流分科会サブ・リーダー
宮澤　君子 市民委員 市民活動・交流分科会サブ・リーダー
山田　文章 市民委員 市民活動・交流分科会サブ・リーダー
宮下　正紘 市民委員 都市経営分科会リーダー
仲澤　泰 市民委員 都市経営分科会サブ・リーダー　編集委員長
奥嶋　勲 市民委員 街づくり分科会　編集委員
長島　康晴 市民委員 教育・生涯学習分科会　編集委員
林　　正雄 市民委員 教育・生涯学習分科会　編集委員
長谷川　康晴 市民委員 健康・福祉分科会　編集委員
内山　京子 市民委員 市民活動・交流分科会　編集委員
大杉　覚 学識委員 市民会議座長　首都大学東京都市教養学部 教授
阪本　一郎 学識委員 市民会議副座長　明海大学不動産学部　教授　

氏　　　名

調整会議　委 員
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