
創立 70周年記念表彰名簿

令和元年 11 月 13 日 

全国町村議会議長会 



創立 70 周年記念表彰に寄せて

昨今の町村及び町村議会を取り巻く状況はめまぐるしく変化しています。 
今から 10 年前の平成 21 年には、政権交代があり、与党となった民主党は、

「地域主権改革」として地方政策を展開しましたが、平成 24年の自民党の政権

奪回以降は、「地方創生」が重要施策に掲げられ、現在に至るまで各自治体にお
いて、超高齢化・人口減少社会における持続可能な地域社会の構築に向けた取組
みが展開されています。 

一方、町村財政は、経済が好循環へと転じて税収は増加しているものの、平成
23 年に発生した東日本大震災、平成 28 年熊本地震、度重なる豪雨・台風災害
への対応や少子高齢化に伴う社会保障費の増大等により、厳しい運営を余儀な
くされています。 
 本会では、このような激動の時代においても、絶えず住民に寄り添い、議会活
動を通じて、地方自治の振興及び住民福祉の向上に対し著しく功績のあった議
会及び関係者の皆様、更には、全国町村議会議長会の会務運営に尽力された歴代
会長並びに都道府県町村議会議長会会長各位の功労を、創立 70周年記念を冠し
て称え、ここに表彰いたします。 
 表彰の栄に浴された議会及び関係者皆様の功績に心より敬意を表するととも
に、地方議会人の皆様の今後ますますのご活躍を祈念いたします。 

全国町村議会議長会 

第 35代会長  松 尾 文 則
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＊ 凡 例 ＊ 

・紙幅の都合上、敬称は略しております。

・氏名に旧字・外字・特殊文字等が含まれる場合であっても、JIS第一・第二水準の標
準的な漢字を使用しております。

・「永年功労者表彰」名簿においては、次の例のとおり略称を以って示しております。 
例１）「一番町議会」の場合・・・一番町 
例２）「佐賀県町村議会議長会」の場合・・・県議長会 
例３）「千代田郡（地方）町村議会議長会」の場合・・・千代田郡（地方）議長会 
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改革先進議会 
 他の範となる特に顕著な事績を残した町村議会のうち、その取り組みが先駆
けとなり、全国的に議会改革の気運を高めるに至った象徴的な団体を特別に表
彰するものである。 

１ 北海道栗山町議会 ＜平成 19年度特別表彰＞ 

  地方議会を通じて全国初の「議会基本条例」を制定し、地方分権時代におけ
る議会のあるべき姿を全国に示した。現在、議会基本条例は議会改革の柱とし
て、都道府県議会、市区議会、町村議会を通じて多くの団体に波及している。 

２ 北海道白老町議会 ＜平成 20年度特別表彰＞ 

  議会閉会中の期間を無くし、議会活動を主導的、機動的に行えるように全国
に先駆けて「通年議会」を導入した。また、議会の傍聴禁止制限を撤廃するな
ど透明度の高い議会運営を心掛け、開かれた議会を体現した。 

３ 熊本県御船町議会 ＜平成 22年度特別表彰＞ 

  通年議会の導入に合わせて、年４回程度発行していた議会広報紙を毎月発
行に変え、住民への情報発信に努めた。平成 28年に発生した熊本地震の直後
にも議会広報紙を発行し、住民の安全確保と不安解消に貢献した。 

４ 北海道福島町議会 ＜平成 26年度特別表彰＞ 

  議会版政策評価システムである「議会評価制度」及び「議員自己評価制度」
を全国で初めて採用し、議会基本条例の検証・見直しに結び付けるなど議会改
革の PDCAサイクルを確立した。議会白書による「議会の見える化」も実現。 

５ 山形県川西町議会 ＜平成 26年度特別表彰＞ 

  卓越した編集技術による議会広報紙を通じて、議会改革の経過を住民に周
知し住民参加の拡大を図るとともに、改革の成果である「政策提言」を分かり
やすく住民に伝達するなど議会広報を有効活用した情報発信に寄与した。 
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６ 山梨県昭和町議会 ＜平成 26年度特別表彰＞ 

  全国で初めて地元大学と「議会改革の支援に関する協定」を締結し、大学教
授によるコンサルティングや学生と政策討論を行うワークショップなどを実
施し、これを政策提言に結び付け議会活性化に寄与した。 

７ 長野県飯綱町議会 ＜平成 27年度特別表彰＞ 

  住民と議員が協働して重要課題の研究を行う「政策サポーター制度」を導入
し、政策提言・条例制定に結び付けたほか、議会広報モニター制度を活用して
住民の意見を集積するなど住民参画を積極的に促した。 

８ 北海道浦幌町議会 ＜平成 28年度特別表彰＞ 

  議員のなり手不足問題に真摯に向き合い、ワールドカフェ方式による住民
懇談会や住民アンケートを経て、「議員のなり手不足検証報告書」を取りまと
め、法改正・制度改正を要する事項については意見書として国に提出した。 

９ 京都府精華町議会 ＜平成 28年度特別表彰＞ 

  議員報酬のあり方を、議会活動の範囲、議員報酬の性質等の多面的な切り口
から検証した提言書をまとめたほか、決算審査の一環として、事務事業に対す
る点数評価と改善意見を長に提出する等の行政監視策を講じた。 

10 長崎県小値賀町議会 ＜平成 29年度特別表彰＞ 

  住民との意見交換を頻繁に開催して住民と協働で議会版総合計画を策定し
たり、住民参画型の模擬公聴会を実践したりと、議会改革に住民の意見を充分
に取り入れた。 
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永年功労／町村議会議員 
 30 年以上の永きにわたり町村議会議員として、団体の意思決定、行政監視、
政策提案といった議会活動に勤しみ、地域社会の振興発展及び住民福祉の向上
に尽力した者を特別に表彰するものである。 

北海道 ＜70名＞  
松前町 齊藤 勝 松前町 梶谷 康介 
知内町 敦澤 良子 知内町 松井 盛泰 
木古内町 又地 信也 七飯町 畑中 静一 
七飯町 牧野 喜代志 鹿部町 竹ヶ原 公勝 
鹿部町 佐藤 頼幸 鹿部町 野田 重毅 
森町 野村 洋 八雲町 斎藤 實 
江差町 薄木 晴午 乙部町 安岡 美穂 
奥尻町 青坂 賢二 奥尻町 制野 征男 
せたな町 菅原 義幸 黒松内町 畑井 信男 
留寿都村 松井 幸雄 倶知安町 原田 芳男 
共和町 小林 健治 共和町 髙嶋 光雄 
共和町 井田 一則 積丹町 岩本 幹兒 
古平町 真貝 政昭 赤井川村 岩井 英明 
由仁町 井村 勇夫 妹背牛町 山田 武三 
妹背牛町 佐田 トシ子 秩父別町 早川 正剛 
東神楽町 生出 栄 上富良野町 米澤 義英 
中富良野町 北條 隆光 中富良野町 佐藤 和三 
剣淵町 大河 邦晃 剣淵町 生出 孝男 
音威子府村 柴田 清 浜頓別町 中村 忠勝 
中頓別町 村山 義明 枝幸町 村上 守義 
津別町 乃村 吉春 津別町 鹿中 順一 
斜里町 木村 耕一郎 遠軽町 前田 篤秀 
湧別町 渡辺 正利 雄武町 長野 誠 
豊浦町 根津 公男 白老町 松田 謙吾 
洞爺湖町 立野 広志 むかわ町 北村 修 
むかわ町 小坂 利政 むかわ町 津川 篤 



- 5 -

むかわ町 山崎 真照 日高町 菊地 日出夫 
様似町 小野 哲弘 えりも町 上野 勝廣 
新ひだか町 川合 清 音更町 大場 博義 
士幌町 清水 秀雄 上士幌町 佐々木 守 
広尾町 神社 昌勝 幕別町 千葉 幹雄 
幕別町 中橋 友子 池田町 窪田 豊満 
厚岸町 室﨑 正之 厚岸町 音喜多 政東 
厚岸町 中川 孝之 標茶町 鈴木 裕美 
白糠町 石田 正義 標津町 田中 孝幸 

青森県 ＜20名＞  
蓬田村 坂本 豊 外ヶ浜町 安藤 英博 
深浦町 石沢 秀幸 鰺ヶ沢町 坂牛 淳治 
大鰐町 幸山 市雄 中泊町 野上 憲幸 
中泊町 野上 祐一 野辺地町 熊谷 晴雄 
七戸町 田島 政義 六ヶ所村 橋本 猛一 
東北町 笹倉 健 東北町 蛯沢 正紀 
おいらせ町 松林 義光 おいらせ町 佐々木 光雄 
大間町 石戸 秀雄 東通村 南川 誠一 
東通村 奥島 貞一 五戸町 三浦 俊哉 
田子町 澤口 勝 南部町 川守田 稔 

岩手県 ＜10名＞ 
葛巻町 中崎 和久 葛巻町 辰柳 敬一 
紫波町 武田 平八 大槌町 阿部 六平 
山田町 昆 暉雄 岩泉町 昆 忠泰 
洋野町 福島 秀雄 一戸町 田村 繁幸 
一戸町 菅野 敦子 一戸町 野田 博 

宮城県 ＜12名＞ 
大河原町 秋山 昇 大河原町 万波 孝子 
大河原町 佐藤 巖 村田町 齋藤 万之亟 
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丸森町 板橋 勇 松島町 今野 章 
松島町 片山 正弘 七ヶ浜町 阿部 和夫 
色麻町 山田 康雄 加美町 米木 正二 
女川町 木村 征郎 南三陸町 三浦 清人 

 
秋田県   ＜7名＞ 
    
藤里町 菊池 博悦 三種町 金子 芳継 
三種町 伊藤 千作 五城目町 石川 交三 
井川町 藤田 俊悦 美郷町 伊藤 福章 
東成瀬村 佐藤 正次郎 

  

 
山形県   ＜4名＞ 
    
中山町 西塔 いく子 大蔵村 柿﨑 幹雄 
小国町 米野 貞雄 真室川町 佐藤 一廣 

 
福島県   ＜19名＞ 
    
国見町 八島 博正 川俣町 遠藤 宗弘 
川俣町 石河 清 大玉村 須藤 軍蔵 
下郷町 佐藤 盛雄 檜枝岐村 平野 進一 
檜枝岐村 星 哲二 猪苗代町 関澤 和人 
会津美里町 荒井 誠一 会津美里町 武藤 康弘 
三島町 栗城 徳光 金山町 五ノ井 清二 
西郷村 大石 雪雄 西郷村 佐藤 富男 
泉崎村 白石 正雄 古殿町 関根 角男 
富岡町 三瓶 一郎 川内村 新妻 一浩 
新地町 井上 和文 

  

 
茨城県   ＜6名＞ 
    
東海村 高橋 昭 大子町 吉成 好信 
大子町 小林 秀次 美浦村 畠山 照子 
阿見町 佐藤 幸明 五霞町 青木 武明 
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栃木県   ＜4名＞ 
    
上三川町 稲葉 弘 塩谷町 君嶋 恒夫 
塩谷町 福田 德一 高根沢町 阿久津 信男 

 
群馬県   ＜7名＞ 
    
吉岡町 小池 春雄 神流町 宮前 俊秀 
中之条町 原沢 今朝司 草津町 櫻井 伸一 
昭和村 林 幸司 明和町 関根 愼市 
大泉町 金子 光國 

  

 
埼玉県   ＜5名＞ 
    
伊奈町 山本 重幸 鳩山町 根岸 富一郎 
宮代町 小河原 正 宮代町 丸藤 栄一 
杉戸町 森山 哲夫 

  

 
千葉県   ＜10名＞ 
    
酒々井町 髙﨑 長雄 栄町 戸田 榮子 
多古町 加瀨 芳廣 一宮町 森 佐衞 
睦沢町 荻野 新衞 睦沢町 市原 時夫 
白子町 今井 信夫 長柄町 神崎 好功 
御宿町 貝塚 嘉軼 御宿町 伊藤 博明 

 
神奈川県   ＜5名＞ 
    
箱根町 山田 和江 湯河原町 松野 満 
愛川町 井上 博明 清川村 岩澤 敏雄 
清川村 藤田 義友 

  

 
山梨県   ＜1名＞ 
    
市川三郷町 秋山 詔樹   
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新潟県   ＜1名＞ 
    
阿賀町 神田 八郎   

 
富山県   ＜1名＞ 
    
上市町 酒井 桂之   

 
石川県   ＜7名＞ 
    
津幡町 河上 孝夫 内灘町 南 守雄 
志賀町 山本 辰栄 宝達志水町 北 信幸 
中能登町 作間 七郎 中能登町 坂井 幸雄 
穴水町 浜崎 音男   

 
福井県   ＜3名＞ 
    
永平寺町 金元 直栄 永平寺町 滝波 登喜男 
高浜町 渡邊 孝   

 
長野県   ＜7名＞ 
    
豊丘村 唐澤 啓六 木曽町 上田 とめ子 
木祖村 奥原 當 高山村 山嵜 秀治 
山ノ内町 湯本 市蔵 野沢温泉村 宮﨑 早人 
小川村 芳澤 房斎   

 
岐阜県   ＜5名＞ 
    
笠松町 長野 恒美 笠松町 船橋 義明 
養老町 水谷 久美子 揖斐川町 清水 政則 
白川町 安江 孝弘   

 
静岡県   ＜2名＞ 
    
東伊豆町 山田 直志 西伊豆町 増山 勇 
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愛知県   ＜7名＞ 
    
大治町 織田 八茂 大治町 浅里 周平 
蟹江町 奥田 信宏 蟹江町 中村 英子 
飛島村 橋本 渉 美浜町 鈴木 美代子 
幸田町 丸山 千代子   

 
三重県   ＜2名＞ 
    
菰野町 中川 哲雄 朝日町 飯田 德昭 

 
滋賀県   ＜4名＞ 
    
日野町 杉浦 和人 愛荘町 竹中 秀夫 
愛荘町 辰己 保 多賀町 山口 久男 

 
京都府   ＜3名＞ 
    
宇治田原町 下岡 周之 精華町 佐々木 雅彦 
精華町 奥野 卓士   

 
大阪府   ＜6名＞ 
    
豊能町 高尾 靖子 豊能町 西岡 義克 
豊能町 川上 勲 岬町 辻下 正純 
千早赤阪村 田中 博治 千早赤阪村 関口 ほづみ 

 
兵庫県   ＜7名＞ 
    
猪名川町 下坊 辰雄 稲美町 木村 圭二 
佐用町 平岡 きぬゑ 佐用町 西岡 正 
佐用町 鍋島 裕文 香美町 山本 賢司 
新温泉町 小林 俊之   

 
奈良県   ＜9名＞ 
    
斑鳩町 吉川 勝義 斑鳩町 野呂 民平 
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明日香村 森本 吉秀 明日香村 芳山 直之 
上牧町 吉中 隆昭 大淀町 岡向 正道 
下市町 矢野 和男 黒滝村 堀口 誠 
川上村 塩谷 章次 

  

 
和歌山県   ＜12名＞ 
    
紀美野町 美野 勝男 九度山町 前 喬 
湯浅町 横矢 政明 広川町 松林 洋行 
広川町 田中 修 有田川町 橋爪 弘典 
有田川町 増谷 憲 日高町 一松 輝夫 
印南町 藤本 良昭 日高川町 原  孝文 
白浜町 西尾 智朗 串本町 仲江 孝丸 

 
鳥取県   ＜4名＞ 
    
岩美町 田中 克美 湯梨浜町 増井 久美 
大山町 野口 俊明 江府町 川端 雄勇 

 
島根県   ＜4名＞ 
    
美郷町 西嶋 二郎 邑南町 三上 徹 
津和野町 後山 幸次 海士町 高松 照佳 

 
岡山県   ＜2名＞ 
    
里庄町 平野 敏弘 吉備中央町 草地 博 

 
広島県   ＜5名＞ 
    
府中町 繁政 秀子 海田町 前田 勝男 
熊野町 馬上 勝登 熊野町 中原 裕侑 
神石高原町 松本 彰夫   

 
山口県   ＜6名＞ 
    
周防大島町 新山 玄雄 周防大島町 荒川 政義 



- 11 - 

 

上関町 山谷 良数 上関町 佐々木 襄 
田布施町 髙川 喜彦 平生町 福田 洋明 

 
徳島県   ＜10名＞ 
    
那賀町 大澤 夫左二 那賀町 久川 治次郎 
美波町 北山 朝彦 海陽町 西山 幹男 
海陽町 島﨑 勝弘 海陽町 見吉 政貴 
北島町 増谷 禎通 藍住町 喜田 修 
板野町 吉岡 輝昭 つるぎ町 田野 一二三 

 
香川県   ＜5名＞ 
    
三木町 筒井 米市 三木町 原田 照治 
三木町 古市 弘 まんのう町 川原 茂行 
まんのう町 大西 豊   

 
愛媛県   ＜1名＞ 
    
上島町 池本 興治   

 
高知県   ＜10名＞ 
    
土佐町 和田 勇 いの町 北岡 義彦 
仁淀川町 藤原 陽三 仁淀川町 岡田 良成 
佐川町 藤原 健祐 越知町 寺村 晃幸 
越知町 山橋 正男 日高村 森下 雅文 
日高村 尾﨑 政廣 日高村 岡本 光男 

 
福岡県   ＜7名＞ 
    
志免町 末藤 省三 水巻町 美浦 喜明 
添田町 浦野 信義 糸田町 井手元 正人 
糸田町 田中 隆之 糸田町 早麻 章三 
大任町 田中 良幸 
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佐賀県   ＜5名＞ 
    
吉野ヶ里町 立石 良雄 みやき町 益田 清 
みやき町 岡 廣明  みやき町 古賀 秀實 
みやき町 平野 達矢 

  

 
長崎県   ＜1名＞ 
    
時津町 川口 健二   

 
熊本県   ＜7名＞ 
    
芦北町 岡部 惠美子 芦北町 寺本 修一 
芦北町 藤井 公明 芦北町 水口 宣之 
湯前町 山下 力 球磨村 浦野 千尋 
苓北町 柗野 重幸 

  

 
宮崎県   ＜3名＞ 
    
高鍋町 柏木 忠典 木城町 中村 一也 
椎葉村 甲斐 美義   

 
鹿児島県   ＜11名＞ 
    
さつま町 東 哲雄 長島町 池田 廣 
大崎町 小野 光夫 東串良町 田之畑 稔 
屋久島町 滿園 明 大和村 宮田 到 
龍郷町 高橋 忠夫 喜界町 安岡 歓眞 
喜界町 青山 春男 与論町 麓 才良 
与論町 野口 靖夫 

  

 
沖縄県   ＜10名＞ 
    
恩納村 喜納 正誠 読谷村 山城 正輝 
嘉手納町 田仲 康榮 嘉手納町 田崎 博美 
北谷町 中村 重一 西原町 前里 光信 
西原町 新川 喜男 渡嘉敷村 島村 武 
渡名喜村 上原 睦夫 八重瀬町 神谷 清一 
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永年功労／町村議会事務局職員・系統町村議会議長会職員 
 20年以上の永きにわたり町村議会事務局職員または系統町村議会議長会職員
として、議員及び議会を補佐し、議会の活性化及び機能強化に尽力した者を特別
に表彰するものである。 
 
北海道   ＜2名＞ 
    
余市町 杉本 雅純 日高議長会 駒澤 一由 

 
青森県   ＜1名＞ 
    
県議長会 山口 一成   

 
岩手県   ＜1名＞ 
    
県議長会 澤田 博仁   

 
宮城県   ＜5名＞ 
    
仙南地方議長会 庄子 和代 宮城黒川地方議長会 佐々木 久美子 
宮城黒川地方議長会 齋藤 ユキ子 県議長会 阿部 惇 
県議長会 髙城 頼博   

 
山形県   ＜2名＞ 
    
県議長会 菅野 瑞子 県議長会 向 清介 

 
福島県   ＜4名＞ 
    
下郷町 星 美奈子 両沼地方議長会 古川 恵美 
西白河地方議長会 小松 栄子 西白河地方議長会 田子 富美江 

 
茨城県   ＜4名＞ 
    
県議長会 久保田 敬 県議長会 塙 雅博 
県議長会 飯島 健一 県議長会 清水 恵弘 
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栃木県 ＜1名＞ 

県議長会 樋山 千佳子 

新潟県 ＜1名＞ 

県議長会 中林 玲子 

長野県 ＜8名＞ 

県議長会 下里 啓介 県議長会 北嶋 清史 
県議長会 山岸 宏一 県議長会 原山 幸治 
県議長会 萩原 小百合 県議長会 宮嵜 康史 
南佐久郡議長会 依田 君枝 下伊那郡議長会 鈴木 孝子 

岐阜県 ＜6名＞ 

県議長会 清水 琴美 県議長会 宮川 治久 
県議長会 田中 大祐 県議長会 井上 勝 
県議長会 各務 聡 県議長会 棚橋 美幸 

愛知県 ＜6名＞ 

県議長会 長田 庄一 県議長会 後藤 優子 
県議長会 今田 弘樹 県議長会 渡辺 美保子 
県議長会 西尾 由賀 県議長会 高橋 優 

京都府 ＜2名＞ 

伊根町 今岡 敬雄 府議長会 廣瀬 公 

兵庫県 ＜1名＞ 

県議長会 東 亜貴子 

和歌山県 ＜2名＞ 

かつらぎ町 杉本 陽子 日高町 上畑 由香 
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鳥取県 ＜1名＞ 

県西部議長会 岩崎 誠治 

島根県 ＜2名＞ 

川本町 甚田 さつき 県議長会 小松 みゆき 

岡山県 ＜1名＞ 

県議長会 佐藤 徹昭 

山口県 ＜1名＞ 

県議長会 伊藤 英雄 

高知県 ＜1名＞ 

県議長会 前田 洋子 

福岡県 ＜1名＞ 

県議長会 村崎 祥一 

沖縄県 ＜2名＞ 

金武町 松堂 嘉光 県議長会 石垣 安秀 
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特別功労／全国町村議会議長会会長 
 全国町村議会議長会会長として全国の町村議会の意見を取りまとめ、政策会
議等を通じて政府、国会、政党に対し具申を行うなど、全国会のリーダーとして
活躍されたその重責と功績を特別に労うものである。 
 
１ 野村  弘  ＜第 30代会長＞ 

 ＜在任期間＞ 
平成 21年 7月 22日 ～ 平成 23年 4月 30日 

 ＜所属議会＞ 
  長野県木曽郡上松町議会 

 
２ 髙橋  正  ＜第 31代会長＞ 

 ＜在任期間＞ 
平成 23年 7月 20日 ～ 平成 25年 7月 17日 

 ＜所属議会＞ 
  群馬県北群馬郡榛東村議会 

 
３ 蓬  清二  ＜第 32代会長＞ 

 ＜在任期間＞ 
平成 25年 7月 17日 ～ 平成 27年 7月 16日 

 ＜所属議会＞ 
  香川県香川郡直島町議会 

 
４ 飯田 德昭  ＜第 33代会長＞ 

 ＜在任期間＞ 
平成 27年 7月 16日 ～ 平成 29年 7月 12日 

 ＜所属議会＞ 
  三重県三重郡朝日町議会 

 
５ 櫻井 正人  ＜第 34代会長＞ 

 ＜在任期間＞ 
平成 29年 7月 12日 ～ 令和元年 7月 17日 

 ＜所属議会＞ 
  宮城県宮城郡利府町議会 
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特別功労／都道府県町村議会議長会会長 
 ４年以上の永きにわたり都道府県町村議会議長会会長として管内の町村議会
の意見を取りまとめ、全国会を通じて政府、国会、政党に対し具申を行うなど、
地域のリーダーとして活躍されたその重責と功績を特別に労うものである。 
 
１ 萬 和男  ＜第 16代北海道町村議会議長会会長＞ 

 

 
＜在任期間＞ 
平成 23年 6月 10日 ～ 平成 27年６月 17日 

 ＜所属議会＞ 
  北海道標津郡中標津町議会 

 
２ 西村 昭教  ＜第 17代北海道町村議会議長会会長＞ 

 ＜在任期間＞ 
平成 27年 6月 17日 ～ 令和元年６月 11日 

 ＜所属議会＞ 
  北海道空知郡上富良野町議会 

 
３ 髙橋 正  ＜第 26代群馬県町村議会議長会会長＞ 

 ＜在任期間＞ 
平成 19年 5月 31日 ～ 平成 26年 7月 8日 

 ＜所属議会＞ 
  群馬県北群馬郡榛東村議会 

 
４ 小川 勇  ＜第 38代千葉県町村議会議長会会長＞ 

 

 
＜在任期間＞ 
平成 18年３月 20日 ～ 平成 22年３月 22日 

 ＜所属議会＞ 
  千葉県印旛郡印旛村議会 

 
５ 中村 秀美  ＜第 39代千葉県町村議会議長会会長＞ 

 ＜在任期間＞ 
平成 22年５月 31日 ～ 平成 26年５月２日 

 ＜所属議会＞ 
  千葉県長生郡長生村議会 
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６ 須貝 龍夫  ＜第 27代新潟県町村議会議長会会長＞ 

 ＜在任期間＞ 
平成 25年 6月 25日 ～ 平成 29年 6月 26日 

 ＜所属議会＞ 
  新潟県北蒲原郡聖籠町議会 

 
７ 久保田 三代  ＜第 35代長野県町村議会議長会会長＞ 

 ＜在任期間＞ 
平成 23年 6月 2日 ～ 平成 31年４月５日 

 ＜所属議会＞ 
  長野県下高井郡野沢温泉村議会 

 
８ 飯田 德昭  ＜第 24代三重県町村議会議長会会長＞ 

 ＜在任期間＞ 
平成 19年 10月 19日 ～ 平成 30年 6月 12日 

 ＜所属議会＞ 
  三重県三重郡朝日町議会 

 
９ 杉浦 和人  ＜第 34・37代滋賀県町村議会議長会会長＞ 

 

 
＜在任期間＞ 
平成 22年 1月 1日 ～ 平成 25年 7月 25日 
平成 27年 6月 1日 ～ 現在に至る 

 ＜所属議会＞ 
  滋賀県蒲生郡日野町議会 

 
10 杉浦 正省  ＜第 43代京都府町村議会議長会会長＞ 

 ＜在任期間＞ 
平成 24年 2月 22日 ～ 令和元年 9月 30日 

 ＜所属議会＞ 
  京都府相楽郡精華町議会 

 
11 松本 宗弘  ＜第 39代奈良県町村議会議長会会長＞ 

 ＜在任期間＞ 
平成 20年 4月 1日 ～ 平成 25年 9月 25日 

 ＜所属議会＞ 
  奈良県磯城郡田原本町議会 
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12 那須 穂士輝  ＜第 33代島根県町村議会議長会会長＞ 

 

 
＜在任期間＞ 
平成 19年 6月 21日 ～ 平成 25年 6月 20日 

 ＜所属議会＞ 
  島根県飯石郡飯南町議会 

 
13 加計 雅章  ＜第 18代広島県町議会議長会会長＞ 

 

 
＜在任期間＞ 
平成 23年 5月 13日 ～ 平成 27年 7月 31日 

 ＜所属議会＞ 
  広島県山県郡北広島町議会 

 
14 山谷 良数  ＜第 35代山口県町議会議長会会長＞ 

 ＜在任期間＞ 
平成 22年 3月 3日 ～ 平成 26年 2月 27日 

 ＜所属議会＞ 
  山口県熊毛郡上関町議会 

 
15 福田 洋明  ＜第 36代山口県町議会議長会会長＞ 

 ＜在任期間＞ 
平成 26年 4月 4日 ～ 令和元年５月 31日 

 ＜所属議会＞ 
  山口県熊毛郡平生町議会 

 
16 蓬  清二  ＜第 32代香川県町村議会議長会会長＞ 

 

 
＜在任期間＞ 
平成 23年６月 20日 ～ 平成 28年６月 27日 

 ＜所属議会＞ 
  香川県香川郡直島町議会 

 
17 松尾 文則  ＜第 25代佐賀県町村議会議長会会長＞ 

 ＜在任期間＞ 
平成 27年 8月 11日 ～ 現在に至る 

 ＜所属議会＞ 
  佐賀県西松浦郡有田町議会 
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18 初手 安幸  ＜第 28代長崎県町村議会議長会会長＞ 

 ＜在任期間＞ 
平成 19年 5月 30日 ～ 平成 23年 6月 6日 

 ＜所属議会＞ 
  長崎県東彼杵郡川棚町議会 

 
19 松尾 純久  ＜第 38代熊本県町村議会議長会会長＞ 

 ＜在任期間＞ 
平成 25年 6月 14日 ～ 平成 27年 4月 29日 
平成 27年 6月 14日 ～ 平成 29年 6月 13日 

 ＜所属議会＞ 
  熊本県玉名郡玉東町議会 

 
20 田之畑 稔  ＜第 23代鹿児島県町村議会議長会会長＞ 

 ＜在任期間＞ 
平成 24年 5月 16日 ～ 平成 28年 5月 12日 

 ＜所属議会＞ 
  鹿児島県肝属郡東串良町議会 
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