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新新ししいい公公共共ををつつくくるる市市民民キキャャビビネネッットト  

発発足足時時体体制制 
 

 

1 運営委員就任予定者 
期間 2010 年 1月 29日～2011 年 3月 31 日 

五十音順表記 

秋元 祥治 特定非営利活動法人G-net 代表理事 

池本 修悟 特定非営利活動法人NPO事業サポートセンター 専務理事 

今村 久美 特定非営利活動法人カタリバ 代表理事 

岩永 牧人 特定非営利活動法人ユースポート横濱 理事長 

後 房雄 特定非営利活動法人市民フォーラム 21・NPOセンター 代表理事 

宇都木 法男 特定非営利活動法人NPO事業サポートセンター 常務理事 

大河内 千恵子 日本子ども NPOセンター 事務局長 

大竹 弘和 神奈川大学人間科学部 教授 

大藪 義郎 社団法人長寿社会文化協会 顧問 

岡本 健次郎 特定非営利活動法人共生のすまい全国ネット 事務局長 

小川 泰子 特定非営利活動法人地域創造ネットワーク・ジャパン 副代表理事 

奥地 圭子 特定非営利活動法人東京シューレ 理事長 

開澤 真一郎 特定非営利活動法人NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 代表理事 

兼間 道子 特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会 代表理事 

河口 博行 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ 専務理事 

菅野 司 おおた子育て家族応援ネットふぼれん 事務局長 

工藤 啓 特定非営利活動法人育て上げネット 理事長 

古賀 伸明 特定非営利活動法人NPO事業サポートセンター 代表理事 

齋藤 克子 特定非営利活動法人NPO埼玉ネット 代表理事 

笹森 清 特定非営利活動法人地域創造ネットワーク・ジャパン 代表理事代行 

澤登 信子 特定非営利活動法人MORIMORI ネットワーク 理事 

庄野 真代 特定非営利活動法人国境なき楽団 代表理事 

鈴木 ふみ すぺーすアライズ／アライズ総合法律事務所  

世古 一穂 特定非営利活動法人NPO研修・情報センター 代表理事 

曽根原 久司 特定非営利活動法人えがお・つなげて 代表理事 

高橋 公 特定非営利活動法人ふるさと回帰支援センター 常務理事 

高畑 敬一 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ 会長 

（次項へ続く） 
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（前項より） 

瀧谷 和隆 特定非営利活動法人エーピーアイ・ジャパン、税理士 代表理事 

竹内 延彦 特定非営利活動法人子どもNPO・子ども劇場全国センター 代表理事 

田中 尚輝 社団法人長寿社会文化協会 常務理事 

田邊 栄一郎 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ 副会長 

永田 近 全国障害者福祉援護協会 理事長 

中根 裕 特定非営利活動法人全国移動ネット 理事長 

中野 喜文 株式会社オートコミュニケーションズ 取締役 

名越 修一 特定非営利活動法人NPO推進ネット 常務理事 

奈良 環 特定非営利活動法人地域創造ネットワーク・ジャパン 事務局長 

濱口 金也 パルシステム生活協同組合連合会 政策担当 

林 大介 特定非営利活動法人日本子ども NPOセンター 理事 

桧森 隆一 嘉悦大学経営経済学部 教授 

平野 覚治 特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会 常務理事 

広岡 守穂 中央大学法学部 教授 

福嶋 浩彦 中央学院大学社会システム研究所 教授 

藤岡 喜美子 一般社団法人日本サードセクター経営者協会 事務局長 

牧野 昌子 特定非営利活動法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ 代表理事 

牧野 史子 特定非営利活動法人介護者サポートネットワークセンター・アラジン 理事長 

松尾 道夫 全日本救助犬団体協議会 代表 

松澤 巧 特定非営利活動法人創造支援工房フェイス 副代表理事 

三浦 大紀 特定非営利活動法人日本リザルツ 事務局次長 

水谷 正夫 特定非営利活動法人NPO人材開発機構 理事長 

村瀬 政治 特定非営利活動法人未来の学校 顧問 

山岡 義典 法政大学大学院現代福祉学部教授 教授 

山岸 秀雄 法政大学法学部 教授 

山崎 唯司 特定非営利活動法人国際協力NGOセンター 前事務局長 

山本 良顕 特定非営利地域創造ネットワーク・ジャパン 監事 

横路 美喜緒 特定非営利活動法人グリーンフォーレストジャパン 代表理事 

 

※ 運営委員は政策部会の座長、地域の代表者、その他登録会員の中から選出し、事業年度毎に運営委員会

で選出し直す。 

※ 今後、順次立ち上がる政策部会の座長や地域会議の代表者は、規約に則り逐次追加予定。 
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2 代表就任予定者 
期間 2010 年 1月 29日～2011 年 3月 31 日 

五十音順表記 

兼間 道子 特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会 代表理事 

高畑 敬一 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ 会長 

福嶋 浩彦 中央学院大学社会システム研究所 教授 

 

 

3 政策部会座長就任予定者 
期間 2010 年 1月 29日～2011 年 3月 31 日 

五十音順表記 

菅野 司 おおた子育て家族応援ネットふぼれん 事務局長 
子ども部会 

林 大介 特定非営利活動法人日本こどもNPOセンター 理事 

福祉部会 平野 覚治 特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会 常務理事 

曽根原 久司 特定非営利活動法人えがお・つなげて 代表理事 
農都地域部会 

河口 博行 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ 専務理事 

国際協力・交流部会 開澤 真一郎 特定非営利活動法人NICE 代表理事 

男女平等部会 未定   

災害支援部会 松尾 道夫 全日本救助犬団体協議会 代表 

公共サービス改革部会 後 房雄 一般社団法人日本サードセクター経営者協会 代表理事 

 

※ 2009 年 1月 29 日時点で発足している部会のみ記載。 

※ 今後、順次立ち上がる政策部会の座長や地域会議の代表者は、規約に則り逐次追加予定。 
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4 総務運営委員就任予定者 
期間 2010 年 1月 29日～2011 年 3月 31 日 

五十音順表記 

池本 修悟 特定非営利活動法人NPO事業サポートセンター 専務理事 

岩永 牧人 特定非営利活動法人ユースポート横濱 理事長 

宇都木 法男 特定非営利活動法人NPO事業サポートセンター 常務理事 

岡本 健次郎 特定非営利活動法人共生のすまい全国ネット 事務局長 

開澤 真一郎 特定非営利活動法人NICE（日本国際ワークキャンプセンター） 代表理事 

河口 博行 特定非営利活動法人ニッポン・アクティブライフ・クラブ 専務理事 

曽根原 久司 特定非営利活動法人えがお・つなげて 代表理事 

竹内 延彦 特定非営利活動法人子どもNPO・子ども劇場全国センター 代表理事 

田中 尚輝 社団法人長寿社会文化協会 常務理事 

名越 修一 特定非営利活動法人NPO推進ネット 常務理事 

奈良 環 特定非営利活動法人地域創造ネットワーク・ジャパン 理事 

林 大介 特定非営利活動法人チャイルドライン支援センター 理事 

平野 覚治 特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会 常務理事 

藤岡 喜美子 一般社団法人日本サードセクター経営者協会 事務局長 

松尾 道夫 全日本救助犬団体協議会 代表 

水谷 正夫 特定非営利活動法人NPO人材開発機構 理事長 

山本 良顕 特定非営利活動法人地域創造ネットワーク・ジャパン 監事 

 

※ 発足時の総務運営委員は、新しい公共をつくる市民キャビネット設立準備会の運営に携わり、これまでの経

緯を知悉するメンバーや、発足している政策部会の座長を中心に構成。 

※ 今後、規約に則りメンバーを逐次追加予定。 

 


