
都道府県 都市名 役職 氏名 備考

1 山形県 米沢市 総務部長 須佐　達朗

2 山形県 白鷹町 副町長 横澤　浩

3 群馬県 沼田市 課長補佐兼行政係長 小菅　伸一

4 群馬県 沼田市 主査 高橋　秀樹

5 埼玉県 川口市 総務課長 髙山　文彰

6 埼玉県 和光市 市長 松本　武洋 11/10のみ出席

7 埼玉県 和光市 人権文化課課長補佐 本多　宏己

8 千葉県 船橋市 参事（課長） 大山　泰光

9 千葉県 野田市 市長 根本　崇

10 千葉県 佐倉市 市長 蕨　和雄 11/9のみ出席

11 千葉県 佐倉市 企画政策部広報課長 亀田　満

12 千葉県 山武市 市長 椎名　千収

13 千葉県 山武市 総務課長 石橋　和記

14 東京都 千代田区 オリンピック・パラリンピック担当部長 河合　芳則

15 東京都 新宿区 総務部長 寺田　好孝

16 東京都 江東区 副区長 大井　哲爾

17 東京都 江東区 総務課長 長尾　潔

18 東京都 江東区 秘書担当係長 大澤　ひろみ

19 東京都 世田谷区 担当係長 大谷　周平

20 東京都 足立区 総務課人権推進係長 斑目　敏子

21 東京都 足立区 総務課人権推進係主任 武田　賢二

22 東京都 足立区 総務課総務係主査 松本　一真

23 東京都 武蔵野市 市長 邑上　守正

24 東京都 武蔵野市 市民活動担当部長 秋山　真弘

25 東京都 小平市 市長 小林　正則

26 東京都 小平市 総務部長 鳥越　惠子

27 東京都 小平市 総務課長 柳瀨　正明

28 東京都 日野市 市長 大坪　冬彦

29 東京都 日野市 参事 徳田　雅信
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30 東京都 東大和市 市長 尾崎　保夫

31 東京都 東大和市 主任 大野　祐司

32 神奈川県 川崎市 担当課長 長澤　文人

33 神奈川県 相模原市 課長 小山　崇

34 神奈川県 藤沢市 主査 髙田　ひとみ

35 神奈川県 逗子市 市長 平井　竜一

36 神奈川県 逗子市 秘書広報課長 村松　隆

37 神奈川県 大和市 副市長 井上　昇

38 神奈川県 大和市 国際・男女共同参画課長 船越　英一

39 新潟県 新潟市 課長 大井　隆行

40 新潟県 燕市 市長 鈴木　力 11/10のみ出席

41 新潟県 燕市 総務課課長補佐 石田　進一 11/10のみ出席

42 長野県 松本市 市長 菅谷　昭

43 長野県 松本市 秘書課長 小原　直樹

44 長野県 安曇野市 市長 宮澤　宗弘

45 長野県 安曇野市 秘書広報課長 上條　芳敬

46 長野県 中川村 村長 曽我　逸郎

47 長野県 山ノ内町 町長 竹節　義孝

48 長野県 山ノ内町 健康福祉課長 成澤　満

49 岐阜県 高山市 副市長 西倉　良介

50 岐阜県 高山市 市民活動推進課長 川田　秀文

51 岐阜県 多治見市 市長 古川　雅典

52 岐阜県 大野町 町長 宇佐美　晃三

53 岐阜県 北方町 町長 室戸　英夫

54 岐阜県 北方町 防災安全課長 後藤　博

55 岐阜県 八百津町 主任主査 中島　孝治

56 岐阜県 八百津町 主任主査 大鋸　悟

57 愛知県 名古屋市 総合調整室長 鳥羽　義人

58 愛知県 刈谷市 係長 小橋　義隆

59 愛知県 刈谷市 主事 寺田　直史
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60 愛知県 東海市 主任 芦原　伸幸

61 愛知県 長久手市 総務部長 布川　一重

62 愛知県 幸田町 町長 大須賀　一誠

63 愛知県 幸田町 人事秘書課長 山本　晴彦

64 滋賀県 草津市 主査 家田　誠司

65 京都府 京都市 総合政策室長 辻　智之 11/10のみ出席

66 京都府 綾部市 市長 山崎　善也 11/10のみ出席

67 京都府 綾部市 企画政策課主幹 土田　哲生

68 京都府 綾部市 企画政策課主事 細見　悠

69 大阪府 枚方市 政策企画部人権政策室課長 後藤　耕二

70 大阪府 羽曳野市 市長 北川　嗣雄

71 大阪府 羽曳野市 市民人権部長 中川　良孝

72 兵庫県 神戸市 事務職員 淡路　佳奈子

73 兵庫県 姫路市 主任 宮脇　佳寛

74 兵庫県 尼崎市 人権課長 木村　勉

75 兵庫県 宝塚市 参与 竹内　孝一

76 兵庫県 三田市 副課長 都倉　純也

77 兵庫県 加西市 市長 西村　和平

78 兵庫県 加西市 市参事兼秘書課長 前田　晃

79 奈良県 斑鳩町 町長 小城　利重 11/9のみ出席

80 鳥取県 日南町 教育長 丸山　悟

81 島根県 邑南町 町長 石橋　良治 11/10のみ出席

82 岡山県 瀬戸内市 市長 武久　顕也 11/9のみ出席

83 岡山県 瀬戸内市 教育長 柴崎　伸次 11/9のみ出席

84 広島県 広島市 市長 松井　一實

85 広島県 広島市 市民局長 谷本　睦志

86 広島県 広島市 平和推進課長 横山　元信
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87 広島県 呉市 総務部長 大下　一弘

88 広島県 福山市 主査（統括） 井上　理恵

89 広島県 三次市 ひとづくり係長 藤田　美紀

90 広島県 大竹市 市長 入山　欣郎 11/10のみ出席

91 広島県 大竹市 副市長 太田　勲男 11/9のみ出席

92 秘書 野島　史雄 11/9のみ出席

93 広島県 東広島市 主任 植木　沙美

94 広島県 安芸高田市 市長 浜田　一義 11/9のみ出席

95 広島県 府中町 総務課長 新見　公平

96 広島県 熊野町 町長 三村　裕史

97 広島県 坂町 町長 吉田　隆行 11/9のみ出席

98 安芸太田町 町長 小坂　眞治 11/9のみ出席

99 広島県 世羅町 総務課長 森　祐志

100 徳島県 石井町 町長 小林　智仁

101 香川県 高松市 課長補佐 塩谷　重昭

102 香川県 丸亀市 副市長 德田　善紀

103 愛媛県 松山市 市民部長 唐﨑　秀樹

104 愛媛県 宇和島市 市長 石橋　寛久 11/10のみ出席

105 愛媛県 宇和島市 総務課主任 髙瀬　晶啓 11/10のみ出席

106 愛媛県 伊予市 総務部長 井上　伸弥

107 福岡県 福岡市 総務課長 谷口　哲也

108 福岡県 八女市 市長 三田村　統之

109 福岡県 八女市 秘書広報課係長 松本　伸一

110 福岡県 行橋市 主任 細川　剛司

111 福岡県 古賀市 市長 中村　隆象 11/10のみ出席

112 福岡県 古賀市 総務課長 清水　万里子 11/10のみ出席

113 福岡県 岡垣町 町長 宮内　實生

114 福岡県 遠賀町 町長 原田　正武

115 福岡県 香春町 町長 加治　忠一

116 佐賀県 伊万里市 総務部長 古賀　恭二
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117 長崎県 長崎市 市長 田上　富久

118 長崎県 長崎市 平和推進課長 大久保　一哉 11/9のみ出席

119 長崎県 長崎市 平和推進課主事 藤田　正明

120 長崎県 長与町 課長補佐 中村　元則

121 大分県 大分市 総務課長 伊藤　英樹

122 宮崎県 えびの市 市長 村岡　隆明

123 企画課秘書係 黒木　良二

124 宮崎県 国富町 課長補佐 渡辺　勝広

125 宮崎県 国富町 副主幹 夏目　卓治

126 鹿児島県 鹿児島市 総務部総務課　主査 福　はつ代

※出席者１２６人（８６自治体）。うち首長は３９人（市長２５人、町長１３人、村長１人）
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