
委 員 所 属 団 体 団体での役職等 氏名

1 武蔵野市 市長 松下　玲子

2 武蔵野市 副市長 笹井　肇

3 武蔵野市 副市長 恩田　秀樹

4 武蔵野市教育委員会 教育長 竹内　道則

5 武蔵野市教育委員会 委員 渡邉　一衛

6 武蔵野市議会 議長 小美濃　安弘

7 武蔵野市議会 副議長 川名　ゆうじ

8 武蔵野市議会 総務委員長 深沢　達也

9 武蔵野市コミュニティ研究連絡会 西久保コミュニティ協議会 副委員長 松坂　誠治

10 武蔵野市青少年問題協議会 井之頭地区委員会委員長 本郷　伸一

11 (社福)武蔵野市民社会福祉協議会 会長 栖雲　勍子

12 ボーイスカウト武蔵野協議会 ボーイスカウト武蔵野第１団副団委員長 小山　浩伸

13 ガールスカウト東京都第18団 副団委員長 重住　恭子

14 ガールスカウト東京都第110団 団委員長 三浦　篤子

15 武蔵野市私立幼稚園連合会 副会長 木﨑　曜子

16 武蔵野市立小中学校PTA連絡協議会 第一中学校PTA会長 三原　忍

17 武蔵野市立小中学校長会 大野田小学校 校長 藤橋　義之

18 東京都立武蔵高等学校 統括校長 南　和男

19 東京都立武蔵野北高等学校 主幹教諭 安藤　秀紀

20 成蹊中学・高等学校 事務部長 藤野　裕司

21 藤村女子中学・高等学校 理事長 高橋　あゆち

22 吉祥女子中学・高等学校 主事 鈴木　正弘

23 聖徳学園中学・高等学校 学校長 伊藤　正徳

24 武蔵野東学園 企画広報室長 山本　進次

25 成蹊大学 学長 北川　浩

26 亜細亜大学 学長 大島　正克

27 東京女子大学 学長 茂里　一紘

28 武蔵野大学 学長 西本　照真

29 日本獣医生命科学大学 学長 清水　一政

30 (株)ジェイコム東京　武蔵野・三鷹局 局長 平本　善一

31 (株)エフエムむさしの 代表取締役社長 小島　祐一

32 日本郵便(株)武蔵野郵便局 武蔵野郵便局長 金田　正平

33 武蔵野市体育協会 会長 秋本　清

34 武蔵野市スポーツ推進委員協議会 会長 櫻井　昭

35 NPO法人武蔵野スポーツクラブ 理事長 井草　直人
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36 (一社)横河武蔵野スポーツクラブ 常務理事　事務局長 鏑　邦宏

37 (公財)武蔵野生涯学習振興事業団 理事長 前田　洋一

38 (社福)武蔵野 理事長 安藤　真洋

39 (社福)武蔵野千川福祉会 常務理事　 新堂　薫

40 (公財)武蔵野健康づくり事業団 理事長 竹山　正裕

41 (公財)武蔵野市国際交流協会 理事長 川口　博久

42 武蔵野ブラショフ市民の会 理事長 大橋　一範

43 武蔵野市ルーマニアホストタウン事業推進実行委員会 委員 新居　みどり

44 武蔵野市民芸術文化協会 会長 荒井　恵凰

45 無形民俗文化財むさしのばやし保存会 会長 小美濃　純彌

46 武蔵野市民交響楽団 役員(渉外） 太田　麻里

47 武蔵野アール・ブリュット実行委員会 委員長 森　新太郎

48 (公財)武蔵野文化事業団 理事長 青木　稔

49 武蔵野商工会議所 会頭 稲垣　英夫

50 武蔵野市商店会連合会 会長 花俣　延博

51 中央地区商店連合会 会員 中田　正雄

52 武蔵境商店会連合会 会長 生駒　耕示

53 吉祥寺活性化協議会 文化・観光イベント委員会委員長 櫻井　雅義

54 武蔵境活性化委員会 健康部会長 藤原　正光

55 武蔵境駅舎・広場・街づくり協議会 会長 秋本　正

56 (一社)武蔵野市観光機構 事務局長 髙橋　勉

57 東京むさし農業協同組合 武蔵野地区統括支店長 長倉　光弘

58 (一財)武蔵野市開発公社 理事長 堀井　建次

59 (株)阪急阪神ホテルズ　吉祥寺第一ホテル 総支配人 久保　圭太

60 (株)関東東急ホテルズ　吉祥寺東急REIホテル 販売促進支配人 福島　和仁

61 日本ホテル(株)　ホテルメッツ武蔵境 支配人 黒田　稔浩

62 (株)JR東日本ステーションサービス吉祥寺駅 駅長 平出　敏二

63 東日本旅客鉄道(株)三鷹駅 駅長 渡辺　利英

64 (株)JR中央ラインモール nonowa武蔵境支配人(JR武蔵境駅駅長） 岡田　達哉

65 京王電鉄(株)吉祥寺駅 鉄道営業部　井の頭北管区長 浦川　美治

66 西武鉄道(株) 多摩川線管理所 所長 鯨井　宏之

67 関東バス(株) 運輸部長 新見　和則

68 西武バス(株) 取締役 山内　智矢

69 小田急バス(株) 運輸営業部長 飯田　敏弘

70 (一社)東京ハイヤー・タクシー協会　武・三支部 顧問 千田　裕

71 東京都西部公園緑地事務所 所長 細川　卓巳

72 東京武蔵野ライオンズクラブ 理事 後藤　登

73 東京吉祥寺ライオンズクラブ 理事 横溝　秀明

74 東京武蔵野中央ロータリークラブ パスト会長 飯村　雅洋
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75 東京武蔵野ロータリークラブ 前会長 荒井　伸吉

76 国際ソロプチミスト武蔵野 プログラム委員長 岡田　尚枝

77 (公社）武蔵野青年会議所 理事長 田中　克幸

78 武蔵野警察署 警備課長 福山　研三郎

79 武蔵野消防署 警防課長 中田　豊

80 武蔵野市消防団 副団長 松井　栄一郎

81 武蔵野交通安全協会 会長 山崎　正貴

82 武蔵野防犯協会 会長 髙橋　邦房

83 (一社)武蔵野市医師会 会長 田原　順雄

84 武蔵野赤十字病院 院長 泉　並木

85 (公社)東京都武蔵野市歯科医師会 会長 星野　衛一郎

86 (一社)武蔵野市薬剤師会 会長 小安　邦彦

87 (公社)東京都柔道整復師会武蔵野支部 武蔵野地区スポーツ部会　部長 髙野　宗春

88 総合政策部長 吉清　雅英

89 総務部長 清水　雅之

90 財務部長 伊藤　英穂

91 市民部長 渡邊　昭浩

92 市民活動担当部長 小島　麻里

93 交流事業担当部長 大杉　由加利

94 防災安全部長 西川　和延

95 環境部長 荻野　芳明

96 健康福祉部長 山田　剛

97 子ども家庭部長 勝又　隆二

98 都市整備部長 早川　千秋

99 水道部長 大塚　省人

100 会計管理者 中野　健史

101 教育部長 福島　文昭

102 議会事務局長 衣川　順
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