
豊島区セーフコミュニティ推進協議会委員名簿（平成29年6月現在）

【区内団体等】

№ 団体・役職名 氏名

1 池袋西地区環境浄化推進委員会委員長（町会連合会副会長（第3地区）・高齢者クラブ連合会会長） 外山　克己

2 池袋西口駅前環境浄化推進委員会委員長 加藤　竹司

3 池袋東地区環境浄化推進委員会会長 服部　洋司

4 大塚駅前環境浄化推進委員会委員長 菊池　章二

5 豊島区観光協会名誉会長 齊木　勝好

6 豊島区池袋食品衛生協会会長 岩堀　新彌

7 巣鴨ビル・マンション・アパート防犯協議会会長 戸沢　幸一郎

8 豊島マンション連絡協議会会長 中川　正文

9 巣鴨防犯協会会長 吉井　公明

10 池袋防犯協会会長 佐藤　尚秀

11 目白防犯協会会長 森田　晴久

12 巣鴨母の会会長 堀口　由利江

13 池袋母性協会会長 波多野　まつ江

14 池袋組織犯罪根絶協会会長 菅澤　省吾

15 目白母の会会長 田島　芳子

16 日本ガーディアン・エンジェルス理事長 小田　啓二

17 豊島消防団団長（豊島区町会連合会副会長（第10地区）） 片桐　昌英

18 池袋消防団団長 上原　實

19 豊島防火防災協会会長 関根　靖倶

20 池袋防火防災協会会長 恩田　幸正

21 豊島消防少年団団長 鈴木　謙二

22 池袋消防少年団団長 西野　浩通

23 豊島区町会連合会会長（NPO法人池本ひろば理事長・第11地区） 田中幸一郎

24 豊島区町会連合会副会長（第１地区） 照内　義雄

25 豊島区町会連合会副会長（第２地区） 岡部　俊夫

26 豊島区町会連合会副会長（第４地区） 田島　正男

27 豊島区町会連合会副会長（第５地区） 佐藤　清

28 豊島区町会連合会副会長（第６地区） 内田　忠

29 豊島区町会連合会副会長（第７地区） 田中　英治

30 豊島区町会連合会副会長（第８地区） 市川　幸雄

31 豊島区町会連合会副会長（第９地区） 塚田　義信

32 豊島区町会連合会副会長（第１２地区） 藤井　昌男

33 区民ひろば南大塚運営協議会会長 竹野　康二

34 区民ひろば西池袋運営協議会会長 猪野　美佐子

35 NPO法人富士見台ひろば理事長 足立　菊保

36 NPO法人おおきな木理事長 直井　浩

37 区民ひろば朋有運営協議会会長 渡邉　孝雄

38 区民ひろば仰高運営協議会会長 関根　春夫

39 としまＮＰＯ推進協議会代表理事 柳田　好史

40 豊島区商店街連合会会長 足立　勲

41 池袋西口商店街連合会会長 谷口　政隆

42 東京巣鴨ライオンズクラブ会長 大杉　実

43 東京商工会議所豊島支部会長 鈴木　正美

44 豊島産業協会会長 白井　宏一

45 豊島法人会会長 南山　幸弘
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46 東京青年会議所豊島区委員会委員長 白田　正敏

47 豊島区体育協会会長 副島　健

48 豊島区ラジオ体操連盟会長 岡　威典

49 豊島区スポーツ推進委員協議会会長 寺門　孝史

50 学習院大学　学長室広報センター課長 圓谷　勝利

51 女子栄養大学　広報戦略室学園広報課課長 箱山　良治

52 大正大学　地域創生推進部長 佐藤　徹明

53 帝京平成大学　総務課課長 児玉　雅央

54 東京音楽大学　事務局長・法人室室長 原山　耕造

55 立教大学　事務部長 金刺　信一

56 川村学園女子大学　事務部課長 津野　宏之

57 豊島区民生・児童委員協議会会長 寺田　晃弘

58 豊島区障害者団体連合会会長 礒﨑　たか子

59 豊島区医師会会長 髙橋　清輝

60 東京都豊島区歯科医師会会長 寺内　庸泰

61 豊島区薬剤師会会長 遠藤信一郎

62 豊島区環境衛生協会会長 稲葉　孝博

63 豊島区保護司会会長 髙埜　秀典

64 豊島区青少年育成委員会連合会会長 木崎　茂雄

65 元日本ボーイスカウト豊島地区協議会会長 青木 　輝彦 

66 東京都宅地建物取引業協会豊島区支部支部長 山口　利昭

67 東京都宅地建物取引業協会豊島区支部社会貢献委員長 足立　嘉章

68 東京都建築士事務所協会豊島支部支部長 山崎　眞

69 全日本不動産協会豊島文京支部支部長 荻原　武彦

70 巣鴨交通安全協会会長 伊藤　勝利

71 池袋交通安全協会会長 山本　曻

72 目白交通安全協会会長 織本　真一郎

73 巣鴨交通少年団団長 西脇　明

74 池袋交通少年団団長 今田　充保

75 目白交通少年団団長 横田　喜廣

76 小学校ＰＴＡ連合会会長 玉木　泰司

77 中学校ＰＴＡ連合会会長 守屋　仁子

【官公庁】

№ 団体・役職名 氏名

78 池袋労働基準監督署署長 金田　文人

79 警視庁巣鴨警察署長 宇都宮　孝夫

80 警視庁池袋警察署長 岡谷　晃治

81 警視庁目白警察署長 田中　茂哉

82 東京消防庁豊島消防署長 髙 　直人

83 東京消防庁池袋消防署長 富井　通髙

84 東京都第四建設事務所所長 湯川　雅史

85 東京都児童相談センター相談援助課長 上川　光治

86 豊島区民社会福祉協議会事務局長 横田　勇



【豊島区職員】

№ 団体・役職名 氏名

87 区長 高野　之夫

88 副区長 水島　正彦

89 副区長 宿本　尚吾

90 教育長 三田　一則

91 政策経営部長 城山　佳胤

92 総務部長 齊藤　雅人

93 危機管理監 今浦　勇紀

94 区民部長 佐藤　和彦

95 文化商工部長 小澤　弘一

96 環境清掃部長 齋藤　明

97 保健福祉部長 石橋　秀男

98 健康担当部長 常松　洋介

99 池袋保健所長 佐藤　壽志子

100 子ども家庭部長 金子　智雄

101 都市整備部長 奥島　正信

102 土木担当部長 石井　昇

103 教育部長 天貝　勝己

104 セーフスクール認証校校長


