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１ 保 健 所 運 営 協 議 会 

地域保健法（昭和 22 年法律第 101 号）第 11 条に基づき、保健所の所管区域内の地域保健及 

び保健所の運営に関する事項を審議する。 

 

委  員  名  簿  

（2020年 3月 28日現在） 

氏名 現職 

  玉木 靖浩 南大沢警察署 署長 

  小川 冬樹 東京都町田市歯科医師会 会長 

  長谷川 義剛 町田市町内会・自治会連合会 副会長 

  金崎 章 町田市民病院 院長 

  新藤 博 町田消防署 署長 

  関根 克敏 町田市薬剤師会 会長 

  髙藤 典靖 東京都獣医師会町田支部 支部長 

◎ 堤 明純 北里大学医学部公衆衛生学主任教授 

  中川 忠彦 町田市民生委員・児童委員協議会 町田第二地区会長 

  林 泉彦 町田市医師会 会長 

  布施 賢而 町田警察署 署長 

  堀内 清華 山梨大学出生コホート研究センター助教 

◎印は会長 （五十音順）  
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２ 町田市感染症の診査に関する協議会 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第 24 条 

第 6 項の規定に基づき、結核患者を含めた感染症患者の入院勧告や入院期間の延長に関する事 

項等を審議する。 

 

委  員  名  簿 

（2020年 3月 31日現在） 

氏名 現職 

☆ 池田 寿昭 東京医科大学八王子医療センター病院長 

  伊原 玄英 町田駅前内科クリニック 院長 

☆ 宇留間 友宜 東京医科大学八王子医療センター助教 

  片桐 真人 北里大学医療衛生学部教授 

  佐藤 泰隆 八王子労働基準監督署町田支署長 

◎ 鈴木 道弘 黒江医院院長 

  竹田 宏 東京慈恵会医科大学附属第三病院感染制御室室長 

  田中 勝 田中勝法律事務所弁護士 

☆ 平井 由児 東京医科大学八王子医療センター感染症科教授 

◎印は会長 （五十音順）  

☆印は、結核以外の重要案件が発生した場合に召集する。 
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３ 町田市大気汚染障がい者認定審査会 

 大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例(昭和 47年東京都条例第 117号) 

第 5 条第 1 項の規定に基づき、大気汚染の影響を受けると推定される疾病の認定に関する事項 

を調査、審議する。 

 

委  員  名  簿 

（2020年 3月 31日現在） 

氏名 現職 

  鈴木 道弘 黒江医院院長 

  富川 盛光 おださが小児アレルギー科院長 

  野村 忠弘 成瀬台クリニック院長 

  河合 江美 町田市保健所長 

◎ 藤原 優子 町田市民病院小児科部長・新生児内科部長・新生児集中治療室長  

  保田 由喜治 やすだこどもクリニック院長 

◎印は会長 （五十音順）  
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４ 町田市食育推進計画策定及び推進委員会 

 食育基本法（平成 17 年法律第 63 号）第 18 条第 1 項の規定に基づく町田市食育推進計画の 

策定及び推進に資するため、食育推進に関することについて調査、検討し、その結果を市長に 

報告する。 

 

委  員  名  簿 

（2020年 3月 31日現在） 

氏名 現職 

◎ 饗場 直美 神奈川工科大学 応用バイオ科学部 教授 

  五十子 桂祐 町田市医師会 理事 

  小口 悦子 東京家政学院大学 現代生活学部 教授 

  音琴 三郎 東京都町田市歯科医師会 副会長 

  神藏 かおる 町田市私立幼稚園協会 町田こばと幼稚園 副園長 

  坂本 愛 町田市観光コンベンション協会 

  嶋田 敬子 町田市立七国山小学校 栄養教諭 

  高木 鉄雄 町田市農業協同組合 野菜部部会長 

  千葉 勢子 町田市法人立保育園協会 井の花保育園 園長 

  富田 一女 都立町田総合高等学校 教諭 

  夏梅 琴絵 町田市立中学校ＰＴＡ連合会 代表 

  新倉 敏和 町田市農業協同組合 経済部長 

  野末 直美 町田市立町田第三小学校 校長 

  原田 智子 町田市公立小学校ＰＴＡ連絡協議会 

  福田 猛夫 東京都町田食品衛生協会（学校法人榎本学園 町田調理師専門学校） 

  松井 大輔 町田商工会議所 常議員（山路フードサービス 代表取締役） 

  村上 律子 町田地域活動栄養士会 会長 

  森 一成 町田集団給食研究会 会長 

  矢島 加都美 町田市立真光寺中学校 校長 

◎印は委員長 （五十音順）  
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５ 町田市地域精神保健福祉連絡協議会 

 町田市における地域精神保健福祉活動を総合的かつ効果的に推進するため、精神保健福祉に 

関する知識の普及啓発、協力体制の整備・調整等について、関係機関・団体と協議する。 

 

委  員  名  簿 

（2020年 3月 31日現在） 

 

氏  名 現     職 

◎ 後藤 晶子 医療法人社団鶴永会 鶴が丘ガーデンホスピタル 院長 

  中川 種栄 町田こころのクリニック 院長 

  島本 昌和 花いかだ心療クリニック 院長 

  佐藤 政史 医療法人誠心会 あさひの丘メンタルクリニック 院長 

  山下 弘一 町田市医師会副会長 

  鳥井口 美帆 訪問看護ステーション デューン町田 管理者 

  守重 正俊 町田警察署 生活安全課 課長 

  櫻井 利行 南大沢警察署 生活安全課 課長 

  草野 正孝 町田消防署 警防課 課長 

  井上 トシ子 町田市民生委員・児童委員協議会  

  遠山 希委子 NPO法人町田市精神障害者さるびあ会 副会長 

  青山 信幸 地域活動支援センターまちプラ 所長 

  井上 悟 東京都立多摩総合精神保健福祉センター 所長 

  林 澄人 町田市地域福祉部 生活援護課 課長 

  中島 佳子 町田市地域福祉部 障がい福祉課 課長 

  高橋 由希子 町田市いきいき生活部 高齢者福祉課 地域支援担当課長 

  西澤 弘泰 町田市民病院 医事課 課長 

  樋口 貴晴 町田市保健所 保健総務課 課長 

  河合 江美 町田市保健所長 

◎印は会長 
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６ 町田市難病保健医療福祉調整会（難病対策地域協議会準備会） 

 町田市における難病対策を円滑に推進するため、関係機関との連携を深め、難病患者の在宅 

療養生活を支援する地域ネットワークの構築を図る。 

 

委  員  名  簿 

（2020年 3月 31日現在） 

  氏名 現職 

  青木 良浩 
東京都難病ピア相談室 ピア相談員 

東京都ＡＬＳ協会 事務局長 

  五十子 桂祐 
一般社団法人 町田市医師会 理事 

医療法人社団 創生会 町田病院 院長  

  小川 英世 
町田市看護部長会 代表 

医療法人社団 慶泉会 町田慶泉病院 看護部長 

  小倉 朗子 公益財団法人 東京都医学総合研究所 難病ケア看護 主席研究員 

  上條 真子 学校法人北里研究所 北里大学病院 トータルサポートセンター 課長  

  河合 江美 町田市保健所 所長 

  刑部 登志子 町田市訪問看護ステーション連絡会 会長 

  古味 斉 町田市いきいき生活部 介護保険課長  

  小森 哲夫 独立行政法人国立病院機構 箱根病院 神経筋・難病医療センター 院長 

  栄山 雪路 栄山医院 院長 

  柴 貴子 東京都多摩難病相談・支援室 難病相談支援員 

  自見 隆弘  医療法人社団 慶泉会 町田慶泉病院 院長 

  長谷川 昌之 町田市ケアマネジャー連絡会 医療介護連携推進担当 

  平松 弘太郎 東京都福祉保健局保健政策部疾病対策課 課長代理（在宅難病事業担当）  

◎ 舩津 到 医療法人社団 三医会 鶴川記念病院 院長 

  星野 中 町田市防災安全部 防災課長 

  高橋 由希子 町田市いきいき生活部 高齢者福祉課地域支援担当課長  

  中島 佳子 町田市地域福祉部 障がい福祉課担当課長 

  西澤 弘泰 町田市民病院 医事課長 

  樋口 貴晴 町田市保健所 保健総務課長 

  吉本 逸美 町田市地域福祉部 福祉総務課長 

 
◎は会長 （五十音順） 
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７ 町田市自殺対策推進協議会 

 町田市自殺対策推進協議会設置要綱に基づき、町田市の自殺対策を推進するために施策に関す

る事等を協議する。 

 

委  員  名  簿 

（2020年 3月 31日現在） 

 

氏  名 現     職 

  秋田 整 
特定非営利活動法人 全国自死遺族総合支援センター 

自死遺族・遺児支援スタッフ 

  秋山 一弘 秋法律事務所 弁護士 

  新井 久稔 北里大学医学部 精神科学 講師 

  大川原 久 町田市町内会・自治会連合会 副会長 

  荻野 淳子 町田市民生委員児童委員協議会 副会長 

  音琴 三郎 公益社団法人東京都町田市歯科医師会 副会長 

  風祭 惠一 八王子労働基準監督署町田支署 監督・安衛課長 

  叶内 昌志 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 事務局長 

  草野 正孝 町田消防署 警防課長 

  佐々木 研一 町田市公立小学校長会 町田市立つくし野小学校長 

◎ 中川 種栄 一般社団法人町田市医師会 理事 

  橋本 雅彦 町田市立小・中学校長会 町田市立南大谷中学校長 

  早借 洋一 特定非営利活動法人 東京多摩いのちの電話 副理事長 

  比嘉 健二  警視庁南大沢警察署 生活安全課 課長代理 

  宮嶋 修 町田公共職業安定所 次長 

  守重 正俊 町田警察署 生活安全課長 

  八木 満 町田商工会議所 総務部 部長 

  安岡 史紀 一般社団法人町田市薬剤師会 理事 

◎印は会長 (五十音順) 
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