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 ■市⺠と議員の条例づくり交流会議 2006 参加者⼀覧（合計１７１名） 

 

饗庭  伸 首都大学東京 

青山 彰久 読売新聞社解説部 

秋葉 就一 八千代市議会議員 

朝比奈通子 取手市議会議員 

さとうももよ 船橋市議会議員 

阿部 優子  

有ヶ谷江三子 静岡市議会事務局 

荒生 直美 木更津市議会議員 

安藤 正義 川越市民オンブズマン 

池座 俊子 狛江市議会議員 

石川 寿美 鎌倉市議会議員 

石川  紀  東京市民調査会 

板倉 一幸 函館市議会議員 

伊藤 久雄 （社）東京自治研究センター 

伊藤 優子 新居浜市議会議員 

犬飼むつみ 公職研編集部 

今井  照  福島大学 

今井 邦人 大久手計画工房 

今村都南雄 中央大学法学部教授 

猪村 博靖 かほく市議会議員 

岩城 末子  

岩本 博子 小平市議会議員 

小平・生活者ネットワーク 

植木 裕子 藤沢市議会議員 

神奈川ネット藤沢 

内田 秀子 大田区議会議員 

大田・生活者ネットワーク 

宇野 俊市 玉野市議会議員 

枝村 珠衣 市民活動センターたちかわ 

江藤 俊昭 山梨学院大学 

江橋  崇  法政大学法学部教授 

大石 清一 帯広市議会議員 

大竹口武光 帯広市議会議員 

大西 祥世 地方自治総合研究所 

大森  彌  東京大学名誉教授 

岡本 光雄 全国町村議会議長会 

尾関 敬二 特別区職員研修所 参事講師 

織原 義明 足利市議会議員 

小沢木 理 市民 

各務 晴美 寒川町議会議員 

柿崎  実  横手市議会議員 

片山いく子 春日部市議会議員 

勝部 裕史 我孫子市議会議員 

加藤 良重 法政大学非常勤講師 

金崎 ひさ  葉山町議会議員 

加納 好子 宮代町議会議員 

亀井 誠史 市民立法機構共同事務局 

川端 邦彦 （社）東京自治研究センター 

上林 得郎 神奈川県地方自治研究センター 

小泉 眞理子 取手市議会議員 

国府田 諭 環境自治体会議 

河野美津技 神奈川ネット・鎌倉 

後藤美智子 帯広市議会議員 

小林 幸治 市民がつくる政策調査会 

小松 久子 杉並区議会議員 

小山 美香 小金井市議会議員 

近藤 光良 豊田市議会議員 

斎藤 昌二 市民立法機構運営委員 

相良 啓子 伊勢原市議会議員 

神奈川ネット伊勢原 

桜井 純子 世田谷区議会議員 

佐々木貴子 狛江・生活者ネットワーク 

笹本ひさし 江戸川区議会議員 

佐藤喜美子 川崎市議会議員/ネット麻生 

佐藤 邦夫 奥州市議会議員 

佐藤 秀子 平塚市議会議員 

佐藤 洋子 神奈川ネットワーク運動共同代表 

佐野 司郎 葉山町議会議員 

塩田三恵子 東京市民調査会 

重田 益美 府中市議会議員 

渋谷登美子 嵐山町議会議員 

シュミット・カルメン HALLE 大学（ドイツ） 

白川 秀嗣 越谷市議会議員 

杉浦  昇  豊田市議会議員 

村主 英明 衆議院調査局国土交通調査室 

鈴木 健一 伊勢市議会議員 

鈴木 道子 葉山町議会議員 

鈴木めぐみ 浜松市議会議員 

須田 春海 市民立法機構共同事務局長 

砂川 直美 武蔵野市議会議員 

瀬川 淳子 ネットワーク横浜 

善財 文夫 須坂市議会議員 

薗部 典子 江東区議会議員 

大同  衛  丹後市議会議員 

髙井 章博 中央大学法学部兼任講師 

高沖 秀宣 三重県議会事務局 

高瀬 英和 須坂市議会事務局 

高月由起枝 岡山市議会議員 

高橋  茂  日本インターネット新聞社 

田口 一博 東京大学 COE 政策システム 
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竹下 涼子 CIVICS 編集担当 

竹中 麻美 コミュニティネット横浜 

田中 和子 文京区議会議員 

千葉 茂明 月刊「ガバナンス」副編集長 

辻山 幸宣 地方自治総合研究所 

津田 惠子 島田市議会議員 

坪郷  實  早稲田大学教授 

塚本千恵子  

寺坂 美一 尼崎市議会議員 

遠山 昌和 飯田市議会事務局 

飛田 博史 地方自治総合研究所 

友沢ゆみ子 神奈川ネットワーク・青葉 

苗村 洋子 小平市議会議員 

小平・生活者ネットワーク 

中尾  修  栗山町議会事務局長 

長岡 素彦 slowtimes.net 代表・発行人 

中島武津雄 飯田市議会議員 

長野  基  跡見学園女子大学 

中村  敬  八王子市 

中村  晋  豊田市議会議員 

奈須 りえ 大田区議会議員 

大田・生活者ネットワーク 

並河 信乃 （社）行革国民会議 

難波由紀子 多摩・生活者ネットワーク 

西崎 光子 世田谷区議会議員 

野口 哲次 入間市議会議員 

野中 幸雄 蓮田市市民協議会 

野村  稔  前全国都道府県議会議長会 

議事調査部長 

萩原 栄枝 鎌倉市議会議員/ネット鎌倉 

橋爪 法一 上越市議会議員 

橋場 利勝 栗山町議会議長 

橋本 治樹 市民がつくる政策調査会 

橋本  牧  練馬区議会議員 

練馬・生活者ネットワーク 

羽根田信人 静岡市議会事務局 

浜 秋太郎 玉野市議会議員 

浜田 順子 伊勢原市議会議員/ネット伊勢原 

早川 正幸 川越町議会議員 

原田 恭子 東京都議会議員 

春山 純子  

廣瀬 克哉 法政大学法学部教授 

廣瀬 稔也 市民立法機構共同事務局 

FOLJANTY,GESINE HALLE 大学（ドイツ） 

福田 泰子 神奈川県議会議員/ネットとつか 

藤居あき子 江戸川・生活者ネットワーク 

藤田 稔人  

藤本 敦子 埼玉県市民ネットワーク 

藤原  貢  玉野市議会議員 

宝沢 啓輝 山形市議会議員 

前田 絹子 川崎市議会議員/幸市民ネット 

前田くにひろ 文京区議会議員 

前田  聡  旭川市議会事務局 

牧嶋とよ子 座間市議会議員/座間市民ネット 

増原 直樹 環境自治体会議 

又木 京子 神奈川ネットワーク運動 

政治スクール理事長 

待寺 真司 葉山町議会議員 

松本 克夫 ジャーナリスト 

三浦 一也 早稲田大学大学院 

宮坂 晃洋 町田市議会事務局 

宮沢 昭夫 矢板市議会議員 

宗形もと子 ネットワーク横浜 

村岡 克敏 多摩ネット 

村上香代子 三郷市議会議員 

村越まりこ 文京区議会議員 

望月 勇志 静岡市議会事務局 

森川 千鶴 鎌倉市議会議員/ネット鎌倉 

森  伸一  八潮市議会議員 

森  雅幹  米子市議会議員 

八木あきこ 調布市議会議員 

調布・生活者ネットワーク 

矢澤江美子 八潮市議会議員 

山嵜 和樹 慶応大学 

山崎 睦子 気仙沼市議会議員/社民党 

山城えり子 旭川市議会議員 

山中 基充  

山木きょう子 世田谷区議会議員 

山本 修司 栗山町議会議員 

山本富美子 ネットワーク横浜 

結城しげる 取手市議会議員 

湯谷百合子 蓮田市市民協議会 

横山すみ子 葉山町議会議員 

吉川 美和 大和市議会議員/大和市民会議 

吉田 恵子 世田谷区議会議員 

米川  充  三鷹市市民協働センター 

企画運営委員 

米盛 裕子 横浜市議会議員 

若林 智子 横浜市議会議員 

神奈川ネットワーク運動共同代表 

和久井伸一 蓮田市議会議員 

早稲田夕季 鎌倉市議会議員 

渡辺あつ子 神奈川ネットワーク運動 

調査政策室 

★以上、合計１７１名（※敬称略） 

（議員９３名、自治体関係者９名、市民６９名） 

 


