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委員会
本会議で審議、調査をすべて行うより、議会の内部機関として複数の委員会
を設置し、各委員会に事務を分担させた方が、合理的、能率的に審査、調査を
進めることができます。
このため、地方自治法では常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会
の設置が認められています。
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代
委
員
会
委
員

全員協議会室

第３・第４委員会室

議会運営委員会室
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昭和60年6月5日〜昭和62年4月30日
総務企画 ◎川和　惟平 ◦川幡　芳男 　吉村　藤吉 　石森　　允 　原田　次雄 

 　山口　　悟 　黒
（昭60･6･28辞職）

須　隆一 　小俣　政治 　吉本　良久 　星川　光義

厚生水道 ◎山田　いと子 ◦太田　義一 　上島　　宏 　尾崎　正道　 　秋山　　進 

 　小
（昭60･6･28辞職）

林　多門 　橋山　国雄 　大竹嘉一郎 　佐藤　一治 　宮田　　勝

文教経済 ◎髙野　　守 ◦長谷川節子 　須崎　竹一 　両角　武雄 　田代　重信 

 　長島　正毅 　鶴田　　粘 　大塚林太郎 　植
（昭60･6･28辞職）

松　敏夫

都市建設 ◎上島　儀望 ◦皆川　清和 　芝　悦次郎 　金子幸太郎 　池田　光邦 

 　小池　　清 　石井　照浩 　内田弥三郎

昭和62年5月22日〜平成元年6月6日
総務企画 ◎太田　義一 ◦宇田川良子 　町田　照良 　髙野　　守 　吉本　良久 

 　小俣　政治 　皆川　清和 　石井　照浩 　鶴田　　粘 　宮田　　勝

厚生水道 ◎大塚林太郎 ◦井上　睦子 　福富りえ子 　両角　武雄 　長島　正毅 

 　長谷川節子 　石井　栄治 　塚本　秀雄 　吉村　藤吉 　星川　光義

文教経済 ◎上島　　宏 ◦飯沢　俊一 　町田　貞之 　清水　秀子 　川和　惟平 

 　芝　悦次郎 　山田いと子 　上島　儀望 　尾崎　正道 　佐藤　一治

都市建設 ◎小池　　清 ◦寺田　元信 　雨宮　美夫 　桑原　忠久 　澤本　宣男 

 　山口　和男 　石森　　允 　秋山　　進 　橋山　国雄

（◎印　委員長　　◦印　副委員長）	 常 任 委 員 会
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平成元年6月6日〜平成3年4月30日
総務企画 ◎皆川　清和 ◦塚本　秀雄 　雨宮　美夫 　長谷川節子 　両角　武雄 

 　長島　正毅 　上島　儀望 　小池　　清 　佐藤　一治 　星川　光義

厚生水道 ◎町田　貞之 ◦清水　秀子 　飯沢　俊一 　宇田川良子 　川和　惟平 

 　澤本　宣男 　吉本　良久 　石井　照浩 　吉村　藤吉

文教経済 ◎尾崎　正道 ◦町田　照良 　井上　睦子 　福富りえ子 　秋山　　進 

 　小俣　政治 　金子幸太郎 　石井　栄治 　橋山　国雄 　宮田　　勝

都市建設 ◎桑原　忠久 ◦芝　悦次郎 　寺田　元信 　髙野　　守 　山口　和男 

 　太田　義一 　鶴田　　粘 　石森　　允 　大塚林太郎 　上島　　宏

平成3年5月17日〜平成5年6月1日
総務企画 ◎町田　照良 ◦萩生田富司 　上島　　宏 　大

（平4･9･16文教経済へ所属変更）
塚林太郎 　秋山　　進 

 　澤本　宣男 　福富りえ子 　金子幸太郎 　橋山　国雄 　長谷川節子

厚生水道 ◎井上　睦子 ◦萩生田光一 　菅原　健司 　小澤徳仁郎 　上島　儀望 

 　清水　秀子 　浅井　敬子 　両
（平4･6･26辞退）

角　武雄 　石井　照浩 　太田　義一 

 　吉
（平4･6･26選任､9･16都市建設へ所属変更）

本　良久

文教経済 ◎雨宮　美夫 ◦横田　　博 　宇田川良子 　寺田　元信 　大日向　宏 

 　皆
（平4･9･16総務企画へ所属変更）

川　清和 　吉村　藤吉 　尾崎　正道 　石森　　允

都市建設 ◎飯沢　俊一 ◦伊
（平4･9･16厚生水道へ所属変更）

藤　寿昭 　町田　貞之 　生永　恭博 　桑
（平4･9･22副委員長）

原　忠久 

 　芝　悦次郎 　山口　和男 　塚本　秀雄　 　長島　正毅 　鶴田　　粘
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平成5年6月1日〜平成7年4月30日
総務企画 ◎塚本　秀雄 ◦萩生田光一 　上

（平5･6･3辞職）
島　儀望 　横田　　博 　上島　　宏 

 　井上　睦子 　桑原　忠久 　大塚林太郎 　吉村　藤吉 　芝　悦次郎

厚生水道 ◎長島　正毅 ◦山口　和男 　町田　照良 　尾崎　正道 　吉本　良久 

 　清
（平5･6･2辞職）

水　秀子 　金子幸太郎 　石森　　允 　橋山　国雄 　雨宮　美夫

文教経済 ◎澤本　宣男 ◦生永　恭博 　伊藤　寿昭 　宇田川良子 　浅井　敬子 

 　飯沢　俊一 　両角　武雄 　大日向　宏 　長谷川節子

都市建設 ◎寺田　元信 ◦萩生田富司 　菅原　健司 　町田　貞之 　小澤徳仁郎 

 　福富りえ子 　太田　義一 　皆川　清和 　秋山　　進 　鶴田　　粘

平成7年5月17日〜平成9年6月2日
総務企画 ◎伊藤　寿昭 ◦鶴田　　粘 　三上　克忠 　上島　義盛 　佐野　美和 

 　宇田川良子 　雨宮　美夫 　両角　武雄 　尾崎　正道 　山口　和男

厚生水道 ◎芝　悦次郎 ◦佐久間寛子 　大日向　宏 　横田　　博 　塚本　秀雄 

 　吉村　藤吉 　秋山　　進 　吉
（平8･1･5辞職）

本　良久 　萩生田富司 　町田　貞之

文教経済 ◎長谷川節子 ◦石森　孝志 　山越　拓児 　萩生田光一 　平岡　晴子 

 　寺田　元信 　澤本　宣男 　橋山　国雄 　長島　正毅

都市建設 ◎生永　恭博 ◦高木　順一 　小野坂勝守 　市川　潔史 　飯沢　俊一 

 　町田　照良 　井上　睦子 　皆川　清和 　上島　　宏 　小澤徳仁郎
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平成9年6月2日〜平成11年4月30日
総務企画 ◎萩生田富司 ◦市川　潔史 　石森　孝志 　平岡　晴子 　萩生田光一 

 　町田　貞之 　横田　　博 　寺田　元信 　生永　恭博 　芝　悦次郎

厚生水道 ◎秋山　　進 ◦山越　拓児 　小野坂勝守 　澤本　宣男 　佐久間寛子 

 　飯沢　俊一 　雨宮　美夫 　大塚林太郎 　伊藤　寿昭

文教経済 ◎大日向　宏 ◦上
（平10･12･18辞職）

島　義盛　　　高
（平11･2･17副委員長）

木　順一 　佐野　美和 　町
（平9･6･3辞職）

田　照良 

 　小澤徳仁郎 　上島　　宏 　両角　武雄 　吉村　藤吉 　長谷川節子

都市建設 ◎尾崎　正道 ◦三上　克忠 　宇田川良子 　塚本　秀雄 　鶴田　　粘 

 　山口　和男 　橋山　国雄 　長島　正毅 　井上　睦子

平成11年5月19日〜平成13年6月4日
総務企画 ◎石森　孝志 ◦小林　鈴子 　滝沢　景一 　千葉　修平 　上島　儀望 

 　対間　康久 　萩生田光一 　長島　正毅 　長谷川節子 　井上　睦子

厚生水道 ◎山口　和男 ◦森　　英治 　高山かつみ 　佐野　美和 　水野　　淳 

 　町田　貞之 　上島　　宏 　佐久間寛子 　皆川　清和 　高木　順一

文教経済 ◎市川　潔史 ◦平岡　晴子 　松本　良子 　近藤　　充 　多田寿美江 

 　伊藤　寿昭 　萩生田富司 　生永　恭博 　大塚林太郎 　芝　悦次郎

都市建設 ◎小野坂勝守 ◦両角　　穣 　小林　信夫 　上原　　洋　 　山越　拓児 

 　吉本　良久 　秋山　　進 　飯沢　俊一 　寺田　元信
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平成13年6月4日〜平成15年4月30日
総務企画 ◎高木　順一 ◦上原　　洋 　両角　　穣 　高山かつみ 　上島　儀望 

 　山越　拓児 　萩
（平13･6･5辞職）

生田光一 　伊藤　寿昭 　町田　貞之 　芝　悦次郎

厚生水道 ◎井上　睦子 ◦小林　信夫 　近藤　　充 　松本　良子 　佐
（平13･6･5辞職）

野　美和 

 　萩生田富司 　生永　恭博 　皆川　清和 　石森　孝志 　長島　正毅

文教経済 ◎小野坂勝守 ◦山口　和男 　対間　康久 　小林　鈴子 　森　　英治 

 　平岡　晴子 　秋山　　進 　塚本　秀雄 　大塚林太郎

都市建設 ◎市川　潔史 ◦滝沢　景一 　水野　　淳　 　千
（平15･4･21辞職）

葉　修平 　多田寿美江 

 　吉本　良久 　上島　　宏 　佐久間良子 　飯沢　俊一 　長谷川節子

平成15年5月16日〜平成17年6月9日
総務企画 ◎対間　康久 ◦森　　英治 　小林　弘幸 　伊藤　祥広 　村松　　徹 

 　松本　良子 　多田寿美江 　吉本　良久　 　井上　睦子

厚生水道 ◎山越　拓児 ◦髙野　英男 　狩野　宏子 　両角　　穣 　荻田　米蔵 

 　若尾喜美絵 　高木　順一 　小野坂勝守 　滝沢　景一 　小林　鈴子

文教経済 ◎小林　信夫 ◦川村美恵子 　山田　玲子 　陣内　泰子 　伊藤　裕司 

 　上原　　洋 　水野　　淳 　飯沢　俊一　 　市川　潔史 　山口　和男

都市建設 ◎近藤　　充 ◦高山かつみ 　福安　　徹 　原田　　繁 　上島　儀望 

 　鈴木　勇次 　石森　孝志 　塚本　秀雄 　秋山　　進 　町田　貞之
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平成17年6月9日〜平成19年4月30日
総務企画 ◎両角　　穣 ◦荻田　米蔵 　陣内　泰子 　髙野　英男 　小野坂勝守 

 　近藤　　充 　小林　信夫 　秋山　　進 　山口　和男

厚生水道 ◎高山かつみ ◦森　　英治 　石
（平17･6･10辞職）

森　孝志 　伊藤　祥広　 　山田　玲子 

 　狩野　宏子 　対間　康久 　萩生田富司 　市川　潔史 　井上　睦子

文教経済 ◎上原　　洋 ◦福安　　徹 　小林　弘幸 　原田　　繁 　滝沢　景一 

 　松本　良子 　若尾喜美絵 　高木　順一 　多田寿美江 　山越　拓児

都市建設 ◎水野　　淳 ◦川村美恵子 　村松　　徹 　上島　儀望 　伊藤　裕司 

 　鈴木　勇次 　小林　鈴子 　塚本　秀雄 　吉本　良久 　町田　貞之

平成19年5月17日〜平成21年6月8日
総務企画 ◎小林　弘幸 ◦原田　　繁 　鈴木　玲央 　中島　正寿 　水野　　淳 

 　山越　拓児 　萩生田富司 　市川　潔史 　上島　儀望 　井上　睦子

厚生水道 ◎松本　良子 ◦伊藤　祥広 　伊藤　忠之 　狩野　宏子 　陣内　泰子 

 　伊藤　裕司 　山田　玲子 　近藤　　充　 　小林　信夫

文教経済 ◎小林　鈴子 ◦若尾喜美絵 　五間　　浩 　姥貝　莊一 　鈴木　勇次 

 　両角　　穣 　森　　英治 　吉本　良久 　髙野　英男 　村松　　徹

都市建設 ◎福安　　徹 ◦相澤　耕太 　伊藤　大輔 　荻田　米蔵 　対間　康久 

 　高山かつみ 　上原　　洋 　川村美恵子 　塚本　秀雄 　山口　和男
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平成21年6月8日〜平成23年4月30日
総務企画 ◎伊藤　祥広 ◦五間　　浩 　上原　　洋 　対間　康久 　森　　英治 

 　吉本　良久 　山
（平22･1･31辞職）

田　玲子 　上島　儀望 　山越　拓児

厚生 ◎荻田　米蔵 ◦伊藤　大輔 　小
（平21･6･30辞職）

林　弘幸 　陣内　泰子 　原田　　繁 

 　狩野　宏子 　若尾喜美絵 　小林　鈴子 　高木　順一 　塚本　秀雄

文教経済 ◎鈴木　勇次 ◦伊藤　忠之 　中島　正寿 　近藤　　充 　水野　　淳 

 　高山かつみ 　両角　　穣 　松本　良子 　萩生田富司 　井上　睦子

都市環境 ◎伊藤　裕司 ◦姥貝　莊一 　鈴木　玲央 　福安　　徹 　髙野　英男 

 　村松　　徹 　相澤　耕太 　小林　信夫 　川村美恵子 　山口　和男

平成23年5月18日〜平成25年6月10日
総務企画 ◎鈴木　玲央 ◦美濃部弥生 　浜中　賢司 　小林　裕恵 　伊藤　裕司 

 　小林　信夫 　市川　潔史 　森　　英治 　山口　和男 　井上　睦子

厚生 ◎村松　　徹 ◦鈴木　基司 　西本　和也 　安藤　修三 　五間　　浩 

 　島内　幸恵 　近
（平24･12･7辞職）

藤　　充 　陣内　泰子 　山越　拓児

文教経済 ◎松本　良子 ◦吉本　孝良 　渡口　　禎 　青柳有希子 　荻田　米蔵 

 　福安　　徹 　伊藤　忠之 　大久保賢一 　高木　順一 　両
（平24･1･15辞職）

角　　穣

都市環境 ◎相澤　耕太 ◦及川　賢一 　馬場　貴大 　鳴海　有理 　星野　直美 

 　鈴木　勇次 　小林　鈴子 　塚本　秀雄 　伊藤　祥広 　中島　正寿
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平成25年6月10日〜平成27年4月30日
総務企画 ◎伊藤　裕司 ◦渡口　　禎 　吉本　孝良 　鳴海　有理 　村松　　徹 

 　島
（平25･6･11辞職）

内　幸恵 　高木　順一 　市川　潔史 　森　　英治 　山口　和男

厚生 ◎山越　拓児 ◦浜中　賢司 　安藤　修三 　青柳有希子 　美濃部弥生 

 　水野　　淳 　荻田　米蔵 　井上　睦子 　鈴木　玲央

文教経済 ◎中島　正寿 ◦星野　直美 　馬場　貴大 　伊藤　祥広 　西本　和也 

 　小林　裕恵 　松本　良子 　大久保賢一 　小林　鈴子

都市環境 ◎伊藤　忠之 ◦及川　賢一 　鈴木　基司 　鈴木　勇次 　陣内　泰子 

 　福安　　徹 　塚本　秀雄 　五間　　浩 　相澤　耕太

平成27年5月19日〜平成29年6月8日
総務企画 ◎馬場　貴大 ◦西本　和也 　西山　　賢 　佐藤　　梓 　村松　　徹 

 　水野　　淳 　市川　潔史 　森　　英治 　山越　拓児

厚生 ◎美濃部弥生 ◦陣内　泰子 　八木下輝一 　吉本　孝良 　中島　正寿 

 　星野　直美 　市川　克宏 　小林　裕恵 　伊藤　祥広 　小林　信夫

文教経済 ◎青柳有希子 ◦梶原　幸子 　石井　宏和 　及川　賢一 　五間　　浩 

 　鈴木　基司 　鈴木　玲央 　小林　鈴子 　鳴海　有理 　伊藤　忠之

都市環境 ◎安藤　修三 ◦岩田　祐樹 　石川　裕司 　渡口　　禎 　前田　佳子 

 　荻田　米蔵 　相澤　耕太 　鈴木　勇次 　伊藤　裕司 　浜中　賢司
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平成29年6月8日〜
総務企画 ◎鈴木　基司 ◦中島　正寿 　伊

（平29･6･9辞職）
藤　祥広 　及川　賢一 　梶原　幸子 

 　荻田　米蔵 　青柳有希子 　水野　　淳 　森　　英治 　陣内　泰子

厚生 ◎小林　裕恵 ◦西山　　賢 　鈴
（平29･6･9辞職）

木　玲央 　八木下輝一 　五間　　浩 

 　馬場　貴大 　鳴海　有理 　市川　潔史 　伊藤　忠之 　山越　拓児

文教経済 ◎渡口　禎 ◦石川　裕司 　岩田　祐樹 　安
（平29･6･9辞職）

藤　修三 　市川　克宏 

 　前田　佳子 　浜中　賢司 　村松　　徹 　相澤　耕太 　美濃部弥生

都市環境 ◎星野　直美 ◦鈴木　勇次 　佐藤　　梓 　八木下輝一 　西本　和也 

 　小林　鈴子 　福安　　徹 　吉本　孝良 　小林　信夫
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昭和60年6月17日〜昭和62年4月30日
◎吉本　良久 ◦大塚林太郎 　川

（昭61･3･15辞任）
幡　芳男 　太田　義一 　上島　　宏 　髙野　　守 

　尾崎　正道 　須崎　竹一 　秋山　　進 　両
（昭61･3･25選任）

角　武雄 　小池　　清

昭和62年5月22日〜平成元年6月19日
◎皆川　清和 ◦塚本　秀雄 　太田　義一 　川和　惟平 　上島　　宏　　芝　悦次郎 

　髙野　　守 　尾崎　正道 　小池　　清

平成元年6月19日〜平成3年4月30日
◎大塚林太郎 ◦上島　　宏 　町田　照良 　雨宮　美夫 　町田　貞之 　皆川　清和 

　澤本　宣男 　山口　和男 　太田　義一

平成3年5月17日〜平成5年6月1日
◎塚本　秀雄 ◦雨宮　美夫 　伊

（平4･9･16選任）
藤　寿昭 　澤本　宣男 　長島　正毅 　萩

（平4･9･7委員長）
生田光一 

　長谷川節子 　町田　貞之 　大
（平3･9･18選任）

塚林太郎 　両
（平3･9･18辞任）

角　武雄　

（平成3年12月　地方自治法の一部改正により議会運営委員会が法制化される）

平成5年6月1日〜平成7年4月30日
◎雨宮　美夫 ◦大日向　宏 　萩生田富司 　伊藤　寿昭 　生永　恭博 　桑原　忠久 

　秋山　　進 　福富りえ子 　長谷川節子

（◎印　委員長　　◦印　副委員長）	 議 会 運 営 委 員 会

（平4･9･7委員長辞任  平9･9･16委員辞任）
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平成7年5月17日〜平成9年6月2日
◎萩生田富司 ◦町田　貞之 　石森　孝志 　小野坂勝守 　大

（平8･6･10選任）
日向　宏 　飯

（平8･3･1選任）
沢　俊一 

　町田　照良 　雨宮　美夫 　横
（平8･3･1選任）

田　　博 　平岡　晴子 　皆
（平8･3･1辞任）

川　清和 　澤
（平8･6･10辞任）

本　宣男 

　芝　悦次郎 　長
（平8･3･1辞任）

谷川節子

平成9年6月2日〜平成11年4月30日
◎伊藤　寿昭 ◦生永　恭博 　高木　順一 　三上　克忠　　　上

（平10･12･18辞職）
島　義盛 　小

（平11･2･26選任）
野坂勝守 

　市川　潔史 　横田　　博 　佐久間寛子 　飯沢　俊一　　　上島　　宏

平成11年5月19日〜平成13年6月4日
◎高木　順一 ◦小野坂勝守 　滝沢　景一 　両

（平12･9･8選任）
角　　穣 　小林　信夫 　上島　儀望 

　水
（平12･6･8辞任）

野　　淳 　上原　　洋 　市川　潔史 　山越　拓児 　石森　孝志 　佐久間寛子

平成13年6月4日〜平成15年4月30日
◎石森　孝志 ◦小野坂勝守 　近藤　　充 　上島　儀望 　滝沢　景一 　千

（平15･4･21辞職）
葉　修平 

　多田寿美江 　市川　潔史 　山越　拓児 　高木　順一 　佐久間寛子

平成15年5月16日〜平成17年6月9日
◎滝沢　景一 ◦小林　鈴子 　伊藤　祥広 　陣内　泰子 　荻田　米蔵 　若尾喜美絵 

　水野　　淳 　高木　順一 　小林　信夫 　森　　英治 　山越　拓児

平成17年6月9日〜平成19年4月30日
◎近藤　　充 ◦小林　信夫 　小林　弘幸 　原田　　繁 　山田　玲子 　陣内　泰子 

　伊藤　裕司 　上原　　洋 　若尾喜美絵 　両角　　穣 　山越　拓児
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平成19年5月17日〜平成21年6月8日
◎髙野　英男 ◦村松　　徹 　鈴木　玲央 　五間　　浩 　伊藤　忠之 　姥

（平20･9･8選任）
貝　莊一 

　陣
（平20･1･16選任）

内　泰子 　伊藤　祥広 　鈴木　勇次 　若尾喜美絵 　近藤　　充 　高山かつみ

平成21年6月8日〜平成23年4月30日
◎山

（平22･1･31辞職）
田　玲子 ◦姥貝　莊一 　伊藤　大輔 　伊藤　祥広 　中島　正寿 　陣

（平22･9･1辞任）
内　泰子 

　福安　　徹 　髙野　英男 　原田　　繁 　相澤　耕太 　鈴木　勇次 　若尾喜美絵

　小
（平22･2･12選任､2･18委員長）

林　鈴子

平成23年5月18日〜平成25年6月10日
◎伊藤　祥広 ◦中島　正寿 　西本　和也 　鳴海　有理 　浜中　賢司 　五間　　浩 

　鈴木　勇次 　伊藤　裕司 　伊藤　忠之 　大久保賢一

平成25年6月10日〜平成27年4月30日
◎五間　　浩 ◦鈴木　玲央 　吉本　孝良 　安藤　修三 　鳴海　有理 　渡口　　禎 

　美濃部弥生 　鈴木　勇次 　小
（平25･6･12辞任）

林　裕恵 　大久保賢一 　高木　順一

平成27年5月19日〜平成29年6月8日
◎浜中　賢司 ◦西本　和也 　岩田　祐樹 　西山　　賢 　渡口　　禎 　佐藤　　梓 

　中島　正寿 　星野　直美 　小林　裕恵 　鈴木　玲央 　鈴木　勇次

平成29年6月8日〜
◎吉本　孝良 ◦美濃部弥生 　石川　裕司 　渡口　　禎 　星野　直美 　市川　克宏 

　前田　佳子 　小林　裕恵 　馬場　貴大 　水野　　淳 　小林　信夫
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昭和60年6月17日〜平成62年4月30日
多摩・八王子 ◎橋山　国雄 ◦上島　儀望 　川幡　芳男 　川和　惟平 　原田　次雄
ニュータウン

	 　田代　重信 　山口　　悟 　吉本　良久 　星川　光義 　宮田　　勝対策

公害対策 ◎皆川　清和 ◦石井　照浩 　太田　義一 　山田いと子 　須崎　竹一 

 　石森　　允 　芝　悦次郎 　長谷川節子 　鶴田　　粘 　大竹嘉一郎 

 　内田弥三郎

流域下水道	 ◎小池　　清 ◦太田　義一 　皆川　清和 　吉村　藤吉 　秋山　　進 
対策

 　金子幸太郎 　池田　光邦 　長島　正毅 　鶴田　　粘 　大塚林太郎 

 　吉本　良久

都市交通対策 ◎秋山　　進 ◦吉村　藤吉 　太田　義一 　上島　　宏 　髙野　　守 

 　尾崎　正道 　長谷川節子 　両角　武雄 　小俣　政治 　大塚林太郎 

 　佐藤　一治　

昭和61年12月8日〜平成62年4月30日
議員定数に	 ◎大竹嘉一郎 ◦池田　光邦 　川和　惟平 　両角　武雄 　山口　　悟 
関する

 　橋山　国雄 　佐藤　一治 　石井　照浩 　星川　光義 　宮田　　勝

昭和62年5月22日〜平成元年6月19日
ニュータウン	 ◎橋山　国雄 ◦清水　秀子 　寺田　元信 　井上　睦子 　川和　惟平 
対策

 　秋山　　進 　石井　栄治 　塚本　秀雄　 　吉村　藤吉 　星川　光義

公害対策 ◎鶴田　　粘 ◦飯沢　俊一 　寺田　元信 　雨宮　美夫 　福富りえ子 

 　上島　　宏 　髙野　　守 　山口　和男 　小俣　政治 　佐藤　一治

（◎印　委員長　　◦印　副委員長）	 特 別 委 員 会
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流域下水道	 ◎長谷川節子 ◦町田　貞之 　桑原　忠久 　太田　義一 　大塚林太郎 
対策

 　芝　悦次郎 　澤本　宣男 　両角　武雄 　長島　正毅 　宮田　　勝

都市交通対策 ◎石井　照浩 ◦町田　照良 　宇田川良子 　吉本　良久 　石森　　允 

 　山田いと子 　上島　儀望 　尾崎　正道 　小池　　清 　皆川　清和

平成元年3月2日〜25日
基本構想 ◎川和　惟平 ◦星川　光義 　福富りえ子 　吉本　良久 　山田いと子 

 　秋山　　進 　長島　正毅 　小池　　清 　石井　栄治 　橋山　国雄

平成元年6月19日〜平成3年4月30日
ニュータウン	 ◎寺田　元信 ◦澤本　宣男 　町田　貞之 　清水　秀子 　塚本　秀雄 
対策

 　川和　惟平 　芝　悦次郎 　秋山　　進 　石井　栄治 　橋山　国雄

流域下水道	 ◎長島　正毅 ◦皆川　清和 　井上　睦子 　吉本　良久 　両角　武雄 
対策

 　上島　儀望 　鶴田　　粘 　石森　　允 　上島　　宏 　宮田　　勝

公害対策 ◎太田　義一 ◦吉村　藤吉 　町田　照良 　寺田　元信 　宇田川良子 

 　長谷川節子 　金子幸太郎 　尾崎　正道 　佐藤　一治 　石井　照浩

交通対策 ◎山口　和男 ◦飯沢　俊一 　雨宮　美夫 　福富りえ子 　桑原　忠久 

 　髙野　　守 　小俣　政治 　小池　　清 　大塚林太郎 　星川　光義

平成元年12月6日〜12月21日
組織条例審査	 ◎石森　　允 ◦山口　和男 　飯沢　俊一 　井上　睦子 　福富りえ子 

 　塚本　秀雄 　皆川　清和 　芝　悦次郎 　秋山　　進 　澤本　宣男 

 　長谷川節子 　太田　義一 　両角　武雄 　金子幸太郎 　上島　儀望 

 　石井　照浩 　橋山　国雄

歴
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委
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会
─
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平成3年5月17日〜平成5年6月15日
ニュータウン	 ◎橋山　国雄 ◦福富りえ子 　伊藤　寿昭 　萩生田富司 　大日向　宏 
対策

 　清
（平5･6･2辞職）

水　秀子 　両角　武雄 　芝　悦次郎 　秋山　　進 　塚本　秀雄

公害対策 ◎寺田　元信 ◦宇田川良子 　上
（平5･6･3辞職）

島　儀望 　井上　睦子 　皆川　清和 

 　大塚林太郎 　澤本　宣男 　山口　和男 　石森　　允 　長島　正毅

流域下水道 ◎石井　照浩 ◦菅原　健司 　横田　　博 　町田　照良 　飯沢　俊一 
対策

 　上島　　宏 　吉村　藤吉 　鶴田　　粘 　太田　義一

交通対策 ◎長谷川節子 ◦桑原　忠久 　萩生田光一 　町田　貞之 　小澤徳仁郎 

 　生永　恭博 　浅井　敬子 　尾崎　正道 　金子幸太郎 　雨宮　美夫

平成4年9月16日〜9月28日
土地信託 ◎芝　悦次郎 ◦山口　和男 　萩生田富司 　伊藤　寿昭 　桑原　忠久 

 　井上　睦子 　澤本　宣男 　浅井　敬子 　太田　義一 　秋山　　進 

 　吉村　藤吉 　清水　秀子

平成5年6月15日〜平成7年4月30日
ニュータウン	 ◎町田　貞之 ◦浅井　敬子 　萩生田富司 　寺田　元信 　塚本　秀雄 
対策

 　澤本　宣男 　秋山　　進 　山口　和男 　両角　武雄 　長島　正毅

公害対策 ◎伊藤　寿昭 ◦萩生田光一 　生永　恭博 　福富りえ子 　太田　義一 

 　雨宮　美夫 　大日向　宏 　長谷川節子

交通対策 ◎飯沢　俊一 ◦小澤徳仁郎 　宇田川良子 　菅原　健司 　上島　　宏 

 　皆川　清和 　吉本　良久 　金子幸太郎 　橋山　国雄 　鶴田　　粘

病院対策 ◎尾崎　正道 ◦芝　悦次郎 　横田　　博 　町田　照良 　井上　睦子 

 　桑原　忠久 　大塚林太郎 　吉村　藤吉 　石森　　允
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平成7年5月17日〜平成9年6月16日
ニュータウン	 ◎秋山　　進 ◦三上　克忠 　山越　拓児 　井上　睦子 　平岡　晴子 
対策

 　寺田　元信 　吉村　藤吉 　上島　　宏 　萩生田富司 　橋山　国雄

交通対策 ◎大日向　宏 ◦佐野　美和 　小野坂勝守 　市川　潔史 　飯沢　俊一

 　伊藤　寿昭 　雨宮　美夫 　鶴田　　粘 　小澤徳仁郎

病院対策 ◎萩生田光一 ◦山口　和男 　高木　順一 　生永　恭博 　宇田川良子 

 　横田　　博 　佐久間寛子 　吉
（平8･1･5辞職）

本　良久 　長島　正毅 　尾崎　正道

中心市街地 ◎塚本　秀雄 ◦町田　貞之 　石森　孝志 　上島　義盛 　町
（平9･6･3辞職）

田　照良 
対策

 　皆川　清和 　澤本　宣男 　両角　武雄 　芝　悦次郎 　長谷川節子

平成7年6月15日〜6月26日
公共施設 ◎両角　武雄 ◦山口　和男 　上島　義盛　 　萩生田光一 　伊藤　寿昭
使用料等審査

 　町田　照良 　生永　恭博 　井上　睦子　 　平岡　晴子 　秋山　　進 

 　長島　正毅

平成9年6月16日〜平成11年4月30日
ニュータウン	 ◎宇田川良子 ◦平岡　晴子 　山越　拓児 　佐野　美和 　飯沢　俊一 
対策

 　塚本　秀雄 　寺田　元信 　鶴田　　粘 　秋山　　進 　橋山　国雄

交通対策 ◎小澤徳仁郎 ◦石森　孝志 　三上　克忠 　上
（平10･12･18辞職）

島　義盛 　澤本　宣男 

 　佐久間寛子 　雨宮　美夫 　上島　　宏 　山口　和男

病院対策 ◎萩生田光一 ◦小野坂勝守 　市川　潔史 　萩生田富司 　横田　　博 

　 　尾崎　正道 　伊藤　寿昭 　長島　正毅 　井上　睦子

中心市街地 ◎町田　貞之 ◦高木　順一 　大日向　宏 　両角　武雄 　大塚林太郎
対策

 　生永　恭博 　吉村　藤吉 　芝　悦次郎 　長谷川節子
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平成10年12月4日〜12月17日
基本構想 ◎萩生田光一 ◦山口　和男 　石森　孝志 　小野坂勝守 　市川　潔史 

 　佐久間寛子 　大塚林太郎 　生永　恭博 　芝　悦次郎

平成11年5月19日〜平成13年6月20日
ニュータウン	 ◎萩生田富司 ◦上原　　洋 　高山かつみ 　近藤　　充 　山越　拓児 
対策

 　平岡　晴子 　町田　貞之 　寺田　元信 　大塚林太郎 　芝　悦次郎

交通対策 ◎上島　　宏 ◦滝沢　景一 　千葉　修平 　上島　儀望 　多田寿美江 

 　市川　潔史 　山口　和男 　飯沢　俊一 　小野坂勝守

病院対策 ◎生永　恭博 ◦松本　良子 　両角　　穣 　小林　鈴子 　対間　康久 

　 　吉本　良久 　萩
（平13･6･5辞職）

生田光一 　高木　順一 　長島　正毅 　井上　睦子

中心市街地 ◎佐久間寛子 ◦小林　信夫 　佐
（平13･6･5辞職）

野　美和 　水野　　淳 　森　　英治 
対策

 　石森　孝志 　伊藤　寿昭 　秋山　　進 　皆川　清和 　長谷川節子

平成13年6月20日〜平成15年4月30日
ニュータウン	 ◎滝沢　景一 ◦千

（平15･4･21辞職）
葉　修平 　両角　　穣 　高山かつみ 　松本　良子 

対策
 　平岡　晴子 　萩生田富司 　塚本　秀雄 　芝　悦次郎

交通対策 ◎山越　拓児 ◦伊藤　寿昭 　小林　信夫 　水野　　淳 　上原　　洋 

 　市川　潔史 　生永　恭博 　皆川　清和 　飯沢　俊一

病院対策 ◎長島　正毅 ◦佐久間寛子 　近藤　　充 　小林　鈴子 　吉本　良久 

 　高木　順一 　町田　貞之 　上島　　宏 　山口　和男 　石森　孝志

中心市街地 ◎対間　康久 ◦森　　英治 　上島　儀望 　多田寿美江 　秋山　　進
対策

 　大塚林太郎 　小野坂勝守 　長谷川節子 　井上　睦子
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平成14年12月9日〜12月20日
基本構想 ◎高木　順一 ◦山越　拓児 　小林　信夫 　上島　儀望 　滝沢　景一 

 　水野　　淳 　千葉　修平 　森　　英治 　市川　潔史 　平岡　晴子 

 　石森　孝志

平成15年5月16日〜平成17年6月27日
ニュータウン	 ◎若尾喜美絵 ◦伊藤　裕司 　村松　　徹 　高山かつみ 　対間　康久 
対策

 　小野坂勝守 　山越　拓児 　飯沢　俊一 　塚本　秀雄 　市川　潔史

交通対策 ◎多田寿美江 　鈴木　勇次 　小林　弘幸 　狩野　宏子 　髙野　英男 

 　近藤　　充 　荻田　米蔵 　石
（平17･6･10辞職）

森　孝志 　森　　英治 　川村美恵子

中心市街地 ◎水野　　淳 ◦上原　　洋 　伊藤　祥広 　山田　玲子 　上島　儀望
対策

 　松本　良子 　高木　順一 　滝沢　景一 　秋山　　進

少子・高齢化 ◎両角　　穣 ◦原田　　繁 　福安　　徹 　陣内　泰子 　小林　信夫
対策

 　吉本　良久 　小林　鈴子 　町田　貞之 　山口　和男 　井上　睦子

平成15年6月18日〜6月30日
組織条例等 ◎石森　孝志 ◦小林　信夫 　村松　　徹 　陣内　泰子 　髙野　英男
審査

 　近藤　　充 　高山かつみ 　森　　英治 　滝沢　景一 　山口　和男 

 　井上　睦子

平成17年6月27日〜19年4月30日
ニュータウン	 ◎対間　康久 ◦村松　　徹 　福安　　徹 　高山かつみ 　若尾喜美絵 
対策

 　小野坂勝守 　山越　拓児 　萩生田富司 　塚本　秀雄 　秋山　　進

交通対策 ◎小林　鈴子 ◦鈴木　勇次 　原田　　繁 　髙野　英男 　両角　　穣 

 　川村美恵子 　吉本　良久 　市川　潔史 　町田　貞之
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中心市街地 ◎滝沢　景一 ◦伊藤　祥広 　山田　玲子 　上島　儀望 　松本　良子
対策

 　水野　　淳 　森　　英治 　小林　信夫 　山口　和男

少子・高齢化 ◎井上　睦子 ◦小林　弘幸 　狩野　宏子 　陣内　泰子 　伊藤　裕司
対策

 　荻田　米蔵 　上原　　洋 　高木　順一 　多田寿美江 　近藤　　充

平成19年5月17日〜平成21年6月24日
ニュータウン	 ◎上原　　洋 ◦伊藤　祥広 　伊藤　忠之 　高山かつみ 　山越　拓児 
対策

 　萩生田富司 　塚本　秀雄 　村松　　徹 　井上　睦子

交通対策 ◎伊藤　裕司 ◦鈴木　勇次 　福安　　徹 　荻田　米蔵 　対間　康久 

 　森　　英治 　川村美恵子 　髙野　英男 　小林　信夫 　山口　和男

中心市街地 ◎山田　玲子 ◦姥貝　莊一 　伊藤　大輔 　小林　弘幸 　五間　　浩
対策

 　相澤　耕太 　松本　良子 　両角　　穣 　吉本　良久 　市川　潔史

少子・高齢化	 ◎若尾喜美絵 ◦中島　正寿 　鈴木　玲央 　狩野　宏子 　陣内　泰子
対策

 　原田　　繁 　近藤　　充 　水野　　淳 　小林　鈴子 　上島　儀望

平成21年6月24日〜平成23年4月30日
ニュータウン	 ◎村松　　徹 ◦若尾喜美絵 　伊藤　大輔 　伊藤　忠之 　水野　　淳 
対策

 　高山かつみ 　両角　　穣 　萩生田富司 　塚本　秀雄 　山越　拓児

交通対策 ◎髙野　英男 ◦川村美恵子 　中島　正寿 　小
（平21･6･30辞職）

林　弘幸 　上原　　洋 

 　福安　　徹 　相澤　耕太 　鈴木　勇次 　近藤　　充 　小林　鈴子

中心市街地	 ◎姥貝　莊一 ◦森　　英治 　五間　　浩 　伊藤　裕司 　原田　　繁
対策

 　対間　康久 　松本　良子 　高木　順一 　山
（平22･1･31辞職）

田　玲子 　山口　和男

少子・高齢化 ◎陣内　泰子 ◦鈴木　玲央 　伊藤　祥広 　荻田　米蔵 　狩野　宏子
対策

 　小林　信夫 　吉本　良久 　上島　儀望 　井上　睦子
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平成23年5月18日〜平成25年6月26日
ニュータウン	 ◎伊藤　忠之 ◦浜中　賢司 　美濃部弥生 　鈴木　基司 　村松　　徹 
対策

 　星野　直美 　小林　裕恵 　島
（平25･6･11辞職）

内　幸恵 　塚本　秀雄 　山越　拓児

交通対策 ◎中島　正寿 ◦安藤　修三 　西本　和也 　鈴木　勇次 　近
（平24･12･7辞職）

藤　　充 

 　高木　順一 　伊藤　祥広 　市川　潔史　 　両
（平24･1･15辞職）

角　　穣

中心市街地 ◎陣内　泰子 ◦渡口　　禎 　馬場　貴大 　吉本　孝良 　及川　賢一
対策

 　鳴海　有理 　福安　　徹 　小林　信夫 　松本　良子 　森　　英治

復興支援・ ◎五間　　浩 ◦青柳有希子 　鈴木　玲央 　荻田　米蔵 　伊藤　裕司
災害対策

 　小林　鈴子 　相澤　耕太 　大久保賢一 　山口　和男 　井上　睦子

平成24年10月18日〜平成27年3月27日
中核市移行 ◎塚本　秀雄 ◦山越　拓児 　及

（平25･12･5選任）
川　賢一 　渡口　　禎 　浜中　賢司 

調査
	 　鈴木　玲央 　五間　　浩 　荻田　米蔵 　鈴木　勇次 　島

（平25･6･11辞職）
内　幸恵 

 　相澤　耕太 　陣
（平25･6･17辞任）

内　泰子 　伊藤　祥広 　森　　英治 　井上　睦子

平成24年12月6日〜12月19日
基本構想 ◎福安　　徹 ◦松本　良子 　馬場　貴大 　吉本　孝良 　西本　和也 

 　安藤　修三 　鳴海　有理 　五間　　浩 　伊藤　忠之 　大久保賢一 

 　伊藤　祥広 　中島　正寿 　山口　和男 　井上　睦子

平成25年2月28日〜平成25年9月18日
議会基本条例 ◎伊藤　裕司 ◦荻田　米蔵 　安藤　修三 　鳴海　有理 　浜中　賢司
策定

 　鈴木　玲央 　村松　　徹 　星野　直美 　鈴木　勇次 　島
（平25･6･11辞職）

内　幸恵 

 　小
（平25･6･28選任）

林　裕恵 　伊藤　祥広 　中島　正寿 　井上　睦子 　山越　拓児
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平成25年6月26日〜平成27年4月30日
ニュータウン	 ◎美濃部弥生 ◦鈴木　基司 　鳴海　有理 　小林　裕恵 　福安　　徹 
対策

 　村松　　徹 　伊藤　忠之 　塚本　秀雄　 　山越　拓児

交通対策 ◎馬場　貴大 ◦西本　和也 　浜中　賢司 　星野　直美 　鈴木　勇次 

 　陣内　泰子 　荻田　米蔵 　鈴木　玲央 　小林　鈴子　　　

中心市街地 ◎吉本　孝良 ◦松本　良子 　及川　賢一 　伊藤　裕司 　高木　順一
対策

 　五間　　浩 　市川　潔史 　森　　英治 　相澤　耕太

復興支援・ ◎大久保賢一 ◦安藤　修三 　青柳有希子 　伊藤　祥広 　渡口　　禎
災害対策

 　水野　　淳 　中島　正寿 　井上　睦子 　山口　和男

平成27年5月19日〜平成29年6月27日
都市づくり・ ◎星野　直美 ◦市川　克宏 　岩田　祐樹 　及川　賢一 　吉本　孝良
ニュータウン

 　五間　　浩 　前田　佳子　 　伊
（平29･6･9辞職）

藤　祥広 　村松　　徹 　森　　英治対策

交通対策 ◎鈴木　基司 ◦荻田　米蔵 　石川　裕司 　相澤　耕太 　水野　　淳 

 　西本　和也 　市川　潔史 　山越　拓児 　陣内　泰子

復興支援・ ◎鳴海　有理 ◦西山　　賢 　石井　宏和 　馬場　貴大 　中島　正寿
防災・

 　小林　裕恵 　青柳有希子 　伊藤　裕司 　小林　信夫 　伊藤　忠之危機管理対策

 

人口減少・ ◎渡口　　禎 ◦八木下輝一 　美濃部弥生 　安
（平29･6･9辞職）

藤　修三 　佐藤　　梓
高齢社会

 　梶原　幸子 　鈴
（平29･6･9辞職）

木　玲央 　小林　鈴子 　鈴木　勇次 　浜中　賢司対策
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平成29年6月27日〜
都市づくり・ ◎馬場　貴大 ◦鳴海　有理 　石川　裕司 　石井　宏和 　及川　賢一
ニュータウン	 　

五間　　浩 　水野　　淳 　美濃部弥生 　森　　英治

交通対策 ◎西本　和也 ◦岩田　祐樹 　佐藤　　梓 　市川　克宏 　村松　　徹 

 　相澤　耕太 　福安　　徹 　吉本　孝良 　市川　潔史

復興支援・ ◎八木下輝一 ◦伊藤　忠之 　梶原　幸子 　前田　佳子 　小林　裕恵
防災・

 　浜中　賢司 　荻田　米蔵 　小林　鈴子 　鈴木　勇次危機管理対策

次世代支援・ ◎山越　拓児 ◦小林　信夫 　西山　　賢 　渡口　　禎 　中島　正寿
高齢社会対策

 　星野　直美 　鈴木　基司 　青柳有希子 　陣内　泰子 


