
 自　民…自由民主党西東京市議団 公　明…西東京市議会公明党 共　産…日本共産党西東京市議団
立　憲…立憲フォーラム みらい…統一会派みらい ネット…生活者ネットワーク

企画部（地方教育行政の組織及び運営に
関する法律に規定する大綱及び総合教育
会議を除く。）、総務部、市民部（保険年
金課を除く。）、会計課、選挙管理委員会、
監査委員及び固定資産評価審査委員会の
所管に属する事項並びに他の所管に属し
ない事項

●   議会の運営に関する事項
●   議会の会議規則、委員会に関する条例等
に関する事項

●   議長の諮問に関する事項

委　員　長  大　林　光　昭 （公   明）
副委員長  中　川　清　志 （自   民）
 納　田　さおり （無所属）
 冨　永　雄　二 （みらい）
 保　谷　なおみ （自   民）
 藤　岡　智　明 （共   産）
 森　　　　しんいち （立   憲）
 佐　藤　公　男 （公   明）
 稲　垣　裕　二 （自   民）

委　員　長  保　谷　なおみ （自   民）
副委員長  藤　岡　智　明 （共   産）
 かとう　涼　子 （ネット）
 藤　田　美智子 （公   明）
 浜　中　のりかた （自   民）
 酒　井　ごう一郎 （自   民）
 小　峰　和　美 （みらい）
 森　　　　しんいち （立   憲）
 佐　藤　公　男 （公   明）

委　員　長  かとう　涼　子 （ネット）
副委員長  中　村　すぐる （共   産）
 佐　藤　大　介 （立   憲）
 冨　永　雄　二 （みらい）
 大　林　光　昭 （公   明）
 保　谷　なおみ （自   民）

委　員　長  藤　田　美智子 （公   明）
副委員長  かとう　涼　子 （ネット）
 佐　藤　大　介 （立   憲）
 中　村　すぐる （共   産）
 浜　中　のりかた （自   民）
 田　中　のりあき （自   民）
 森　　　　てるお （無所属）
 保　谷　清　子 （共   産）
 小　幡　勝　己 （公   明）
 遠　藤　源太郎 （自   民）

委　員　長  坂　井 かずひこ （立   憲）
副委員長  大　竹　あつ子 （共   産）
 後　藤　ゆう子 （ネット）
 田　村 ひろゆき （無所属）
 田　代　伸　之 （公   明）
 山　田　忠　良 （自   民）
 酒　井 ごう一郎 （自   民）
 小　峰　和　美 （みらい）
 小　林　たつや （自   民）

企画部（地方教育行政の組織及び運営に
関する法律に規定する大綱及び総合教育
会議に限る。）、市民部（保険年金課に限
る。）、健康福祉部、子育て支援部、生活
文化スポーツ部（産業振興課を除く。）及
び教育委員会の所管に属する事項

危機管理室、生活文化スポーツ部（産業
振興課に限る。）、みどり環境部、都市整
備部及び農業委員会の所管に属する事項

昭和病院企業団議会
  小　峰　和　美 遠　藤　源太郎
柳泉園組合議会
  後　藤　ゆう子 森　 　　しんいち
  稲　垣　裕　二
東京たま広域資源循環組合議会
  浜　中 のりかた
多摩六都科学館組合議会
  中　村　すぐる 小　林　たつや
東京都三多摩地区消防運営協議会
  議長　田　中 のりあき
三多摩上下水及び道路建設促進協議会
  理事：議長　　　田　中 のりあき
  第1委員会委員 坂　井 かずひこ
  第2委員会委員 大　竹　あつ子
  第3委員会委員  山　田　忠　良
東京河川改修促進連盟
  理事：議長　　　田　中 のりあき
  会員：議長を除く全議員

三鷹・立川間立体化複々線促進協議会
  理事：議長　　　田　中 のりあき
  　　　　　　　　　　　　　坂　井 かずひこ
多摩地域都市モノレール等建設促進協議会
  理事：議長　　　田　中 のりあき
  　　　　　　　　　　　　　坂　井 かずひこ
多摩北部都市広域行政圏協議会審議会
  森　　　 てるお 森　　　 しんいち
土地開発公社評議員会
  後　藤　ゆう子 田　村 ひろゆき
  佐　藤　大　介 山　田　忠　良
  納　田　さおり 中　村　すぐる
  冨　永　雄　二 佐　藤　公　男
民生委員推薦会
  かとう　涼　子 藤　田　美智子
青少年問題協議会
  佐　藤　大　介 保　谷　なおみ
都市計画審議会
  後　藤　ゆう子 田　村 ひろゆき
  田　代　伸　之 納　田　さおり
  冨　永　雄　二 酒　井 ごう一郎

凡例

◎酒井  ごう一郎

保谷町 3-26-19
070-5598-0516

浜中　のりかた

田無町 2-17-8
461-0009

遠藤　源太郎

向台町 4-20-11
462-0417

小林　たつや

北原町 1-36-31
469-8558

稲垣　裕二

富士町4-14-1-1001
451-3770

田中　のりあき

下保谷 1-5-11
423-8101

保谷　なおみ

中町 4-2-18
453-1104

中川　清志

新町 5-16-29
0422-53-7099

山田　忠良
芝久保町 4-2-28
富士コーポ 301
090-6945-2650

◎佐藤　公男

ひばりが丘4-1-24-8
458-0051

大林　光昭

芝久保町1-12-66-824
427-4261

小幡　勝己

田無町 5-10-8
464-1036

藤田　美智子

富士町 1-7-63-802
468-5636

田代　伸之

ひばりが丘 2-8-5
455-2357

◎藤岡　智明
北町 5-1-8

コーナー白峰 112
422-3042

保谷　清子

富士町 2-2-12
463-4445

大竹　あつ子

東町 2-12-17
422-3266

中村　すぐる
谷戸町 2-10-1
プレステージ 401
090-6345-0111

◎森　しんいち

芝久保町 5-10-41
464-9090

佐藤　大介
泉町 2-1-24 

ピアライフアルファ102
449-4941

坂井　かずひこ

田無町 4-17-26
050-5316-9594

◎小峰　和美

向台町 2-3-34
467-3307

冨永　雄二

谷戸町2-1-75-1508
090-8508-1508

◎後藤　ゆう子

芝久保町2-13-8-403
462-4096

かとう　涼子

南町 2-1-32
466-9324

森　てるお

北町 3-4-5
424-3410

納田　さおり

南町 3-21-4
458-1215

田村　ひろゆき

向台町 6-5-4
090-9686-4581

統一会派みらい（2人） 生活者ネットワーク（2人） 無所属① 無所属②

立憲フォーラム（3人）日本共産党西東京市議団（4人）

西東京市議会公明党（5人）

自由民主党西東京市議団（9人）

無所属③

さか  い                   いち ろう はまなか えんどう　    げん  た  ろう こばやし いながき　    ゆう  じ た なか ほう  や

なか がわ　    きよ  し やま  だ　     ただよし さ  とう　    きみ  お おおばやし　  みつあき お  ばた　    かつ  み ふじ  た　       み   ち   こ た しろ　    のぶゆき

ふじおか　    ともあき ほう  や　     きよ  こ おお たけ　                  こ なかむら もり さ  とう　    だいすけ さか い

こ  みね　    かず  み とみなが　    ゆう  じ ご  とう                     こ りょうこ もり のう  だ た  むら

企画総務委員会 （定数：9人）

議会報編集委員会（定数：6人）

（定数：9人）

文教厚生委員会 （定数：10人） 建設環境委員会 （定数：9人）

常任委員会

一部事務組合議会・行政委員会等議会運営委員会

その他委員会

市民に身近な議会を目指して！ ～１月21日から新体制がスタートしました～

議長　田中 のりあき　　　副議長　保谷 清子　　　監査委員　小幡 勝己
市議会議員（所属会派別）を紹介します！ 議会の構成が決まりました！◎…会派代表者
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西東京市西東京市


