
都道府県 自治体名 役職 氏名 備考

1 宮城県 美里町 町長　 相澤 清一

2 茨城県 龍ケ崎市 市長 中山　一生

3 市長公室秘書課課長補佐 所　康之

4 埼玉県 川口市 総務部次長兼総務課長 折原 直人

5 千葉県 千葉市 市民局長 小池 浩和

6 佐倉市 市長 蕨　和雄

7 秘書課長 蜂谷 匡

8 東京都 千代田区 オリンピック・パラリンピック担当部長 細越 正明

9 港区 人権・男女平等参画担当課長 江村 信行

10 新宿区 区長 吉住 健一

11 総務部長 針谷 弘志

12 秘書担当部長 森 基成

13 台東区 総務課長 野村 武治

14 総務課主任主事 山口 嘉晴

15 世田谷区 人権・男女共同参画担当部長 森 芳章

16 杉並区 部長 森 雅之

17 課長 岡本 勝実

18 小川 綾子

19 北区 総務部長 中澤 嘉明

20 足立区 部長 勝田 実

21 部長 斑目 敏子

22 葛飾区 総務課長 利谷 十四男

23 小平市 市長 小林 正則

24 総務部長 鳥越 恵子

25 日野市 市長 大坪 冬彦

26 総務課長 山下 義之

27 総務課主任 永尾 準

28 西東京市 市長 丸山 浩一

29 企画部秘書広報課長 佐藤 謙

30 神奈川県 川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室担当部長 脇田 勇二

31 相模原市 総務局渉外部長 髙野 好造
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32 神奈川県 藤沢市 市長 鈴木 恒夫

33 秘書課課長 峯浩 太郎

34 小田原市 市長 加藤 憲一

35 総務課長 柏木 敏幸

36 秦野市 市長 古谷 善幸

37 秘書課長代理 久保田 貴

38 大和市 市長 大木 哲

39 国際・男女共同参画課長 船越 英一

40 長野県 松本市 市長 菅谷 昭

41 秘書課長 羽田野 雅司

42 平和推進課長 市川 栄治

43 平和推進課　主事 飯森 健一

44 上田市 市民参加協働部長 片岡 文夫

45 安曇野市 市長 宮澤 宗弘

46 政策部秘書広報課長 上條 芳敬

47 岐阜県 高山市 市長 國島 芳明

48 協働推進課長 橋本　宏

49 秘書課主査 藤垣 武史

50 北方町 課長 奥村 英人

51 係長 神谷 洋志

52 愛知県 名古屋市 主幹 押村 和代

53 刈谷市 主事 奥村　圭太

54 主事 瀧口　和成

55 大府市 市長 岡村 秀人

56 福祉子ども部長 玉村 雅幸

57 三重県 津市 市民部人権担当理事 南 勇二

58 滋賀県 草津市 主査 中波 りく

59 京都府 向日市 市長 安田　守

60 市民参画課長 田口 慎也

61 井手町 係長 加藤　雅紀

62 主事 片岡　侑也

63 大阪府 大阪市 総務局行政部総務課長 橘 隆義

64 総務局行政部総務課担当係長 中村 裕之
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65 大阪府 堺市 主査 寺井 勝則

66 豊中市 人権文化政策監 山本 弥生

67 枚方市 市長 伏見 隆

68 市長公室　秘書課長 居内 琢磨

69 八尾市 市長 田中 誠太

70 人権文化ふれあい部長 村上 訓義

71 秘書課長 福井 良仁

72 高石市 市長 阪口 伸六

73 兵庫県 神戸市 行財政極総務部総務課長 山下 弘文

74 姫路市 市長 石見 利勝

75 健康福祉局長 甲良 佳司

76 芦屋市 市長 山中 健

77 市長室長 上田 剛

78 人権推進課長 田中 尚美

79 宝塚市 市長 中川 智子

80 総務部長 近成 克広

81 加西市 市長 西村 和平

82 課長補佐 永良 丈晴

83 広島県 広島市 市長 松井　一實

84 東広島市 総務課主査 蔭西　亮太

85 府中町 副町長 岡野　浩子

86 香川県 高松市 市民政策局次長 山下　省吾

87 愛媛県 松山市 市民部長 唐崎　秀樹

88 福岡県 福岡市 総務企画局行政部総務課長 西林 一彦

89 岡垣町 町長　 宮内 實生

90 課長 武谷 勝

91 筑前町 町長　 田頭喜久己

92 佐賀県 伊万里市 総務部長 古賀 恭二

93 神埼市 副市長 田中 信博

94 長崎県 長崎市 市長 田上　富久

95 平戸市 市長 黒田 成彦

96 五島市 市長 野口 市太郎
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97 長崎県 雲仙市 市長 金澤 秀三郎

98 参事補(秘書) 前田 祥平

99 南島原市 市長 松本 政博

100 秘書広報課　主査 景山 拓也

101 大分県 大分市 参事 後藤 哲也

102 鹿児島県 南九州市 知覧特攻平和会館館長 福田成孝

103 沖縄県 石垣市 市長 中山 義隆

104 秘書係長 棚原 輝幸

※出席者１０４人（６４自治体）。うち首長は３２人（市長２８人、区長１人、町長３人）。
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