
歴代役員・総会開催市一覧

令和２年度（2020.9.1～2021.8.31） 令和元年度（2019.8.17～2020.8.31） 平成30年度（2018.8.19～2019.8.16）

総会開催市：各務原市 総会開催市：各務原市（新型コロナウイルス感染症のため中止）総会開催市：下関市

都道府県 市 氏名 ブロック 都道府県 市 氏名 ブロック 役職名 都道府県 市 氏名 ブロック

会長 山形県 南陽市 白岩　孝夫 北海道・東北 会長 神奈川県 鎌倉市 松尾　崇 関東 会長 北海道 名寄市 加藤　剛士 北海道・東北

副会長 宮城県 白石市 山田　裕一 北海道・東北 副会長 山形県 南陽市 白岩　孝夫 北海道・東北 副会長 山形県 南陽市 白岩　孝夫 北海道・東北

茨城県 行方市 鈴木　周也 関東 茨城県 行方市 鈴木　周也 関東 神奈川県 鎌倉市 松尾　崇 関東

富山県 射水市 夏野　元志 北信越 富山県 射水市 夏野　元志 北信越 富山県 射水市 夏野　元志 北信越

愛知県 小牧市 山下　史守朗 東海 愛知県 小牧市 山下　史守朗 東海 愛知県 小牧市 山下　史守朗 東海

大阪府 泉佐野市 千代松　大耕 近畿 大阪府 泉佐野市 千代松　大耕 近畿 大阪府 泉佐野市 千代松　大耕 近畿

山口県 柳井市 井原　健太郎 中国・四国 山口県 柳井市 井原　健太郎 中国・四国 高知県 宿毛市 中平　富宏 中国・四国

鹿児島県 阿久根市 西平　良将 九州 鹿児島県 阿久根市 西平　良将 九州 鹿児島県 阿久根市 西平　良将 九州

理事 秋田県 横手市 髙橋　大 北海道・東北 理事 宮城県 白石市 山田　裕一 北海道・東北 理事 宮城県 白石市 山田　裕一 北海道・東北

埼玉県 吉川市 中原　恵人 関東 埼玉県 吉川市 中原　恵人 関東 東京都 小金井市 西岡　真一郎 関東

大阪府 四條畷市 東 修平 近畿 和歌山県 有田市 望月　良男 近畿 和歌山県 有田市 望月　良男 近畿

岐阜県 各務原市 浅野　健司 東海 岐阜県 各務原市 浅野　健司 東海 岐阜県 各務原市 浅野　健司 東海

山口県 下関市 前田 晋太郎 中国・四国 山口県 美祢市 西岡　晃 中国・四国 山口県 柳井市 井原　健太郎 中国・四国

監事 新潟県 加茂市 藤田　明美 北信越 監事 新潟県 南魚沼市 林　茂男 北信越 監事 新潟県 南魚沼市 林　茂男 北信越

宮崎県 日南市 﨑田　恭平 九州 福岡県 福津市 原崎　智仁 九州 福岡県 福津市 原崎　智仁 九州

顧問 北海道 登別市 小笠原　春一 北海道・東北 顧問 佐賀県 多久市 横尾　俊彦 九州 顧問 佐賀県 多久市 横尾　俊彦 九州

北海道 名寄市 加藤　剛士 北海道・東北 北海道 登別市 小笠原　春一 北海道・東北 H30.10 退任 神奈川県 茅ヶ崎市 服部　信明 関東

埼玉県 本庄市 吉田　信解 関東 埼玉県 本庄市 吉田　信解 関東 北海道 登別市 小笠原　春一 北海道・東北

神奈川県 鎌倉市 松尾　崇 関東 沖縄県 石垣市 中山　義隆 九州 埼玉県 本庄市 吉田　信解 関東

長野県 佐久市 柳田　清二 北信越 長野県 佐久市 柳田　清二 北信越 沖縄県 石垣市 中山　義隆 九州

佐賀県 多久市 横尾　俊彦 九州 北海道 名寄市 加藤　剛士 北海道・東北 長野県 佐久市 柳田　清二 北信越

沖縄県 石垣市 中山　義隆 九州



歴代役員・総会開催市一覧

平成29年度（2017.8.19～2018.8.18） 平成28年度（2016.8.20～2017.8.18） 平成27年度（2015.8.1～2016.8.19）

総会開催市：白石市 総会開催市：熊本市 総会開催市：鎌倉市

役職名 都道府県 市 氏名 ブロック 役職名 都道府県 市 氏名 ブロック 役職名 都道府県 市 氏名 ブロック

会長 長野県 佐久市 柳田　清二 北信越 会長 沖縄県 石垣市 中山　義隆 九州 会長 埼玉県 本庄市 吉田　信解 関東

副会長 北海道 名寄市 加藤　剛士 北海道・東北 副会長 北海道 名寄市 加藤　剛士 北海道・東北 副会長 北海道 名寄市 加藤　剛士 北海道・東北

神奈川県 鎌倉市 松尾　崇 関東 神奈川県 鎌倉市 松尾　崇 関東 神奈川県 鎌倉市 松尾　崇 関東

富山県 射水市 夏野　元志 北信越 長野県 佐久市 柳田　清二 北信越 長野県 佐久市 柳田　清二 北信越

愛知県 小牧市 山下　史守朗 東海 愛知県 小牧市 山下　史守朗 東海 愛知県 小牧市 山下　史守朗 東海

大阪府 泉佐野市 千代松　大耕 近畿 大阪府 泉佐野市 千代松　大耕 近畿 和歌山県 有田市 望月　良男 近畿

高知県 宿毛市 中平　富宏 中国・四国 愛媛県 八幡浜市 大城　一郎 四国・中国 愛媛県 八幡浜市 大城　一郎 四国・中国

鹿児島県 垂水市 尾脇　雅弥 九州 鹿児島県 垂水市 尾脇　雅弥 九州 沖縄県 石垣市 中山　義隆 九州

理事 山形県 南陽市 白岩　孝夫 北海道・東北 理事 山形県 南陽市 白岩　孝夫 北海道・東北 理事 北海道 室蘭市 青山　剛 北海道・東北

東京都 小金井市 西岡　真一郎 関東 東京都 小金井市 西岡　真一郎 関東 富山県 氷見市 本川　祐治郎 北信越

和歌山県 有田市 望月　良男 近畿 富山県 氷見市 本川　祐治郎 北信越 静岡県 御殿場市 若林　洋平 東海

岐阜県 各務原市 浅野　健司 東海 岐阜県 各務原市 浅野　健司 東海 大阪府 泉佐野市 千代松　大耕 近畿

山口県 柳井市 井原　健太郎 中国・四国 高知県 宿毛市 中平　富宏 中国・四国 山口県 柳井市 井原　健太郎 中国・四国

監事 新潟県 南魚沼市 林　茂男 北信越 監事 和歌山県 有田市 望月　良男 近畿 監事 東京都 文京区 成澤　廣修 関東

鹿児島県 阿久根市 西平　良将 九州 鹿児島県 阿久根市 西平　良将 九州 熊本県 宇土市 元松　茂樹 九州

顧問 佐賀県 多久市 横尾　俊彦 九州 顧問 佐賀県 多久市 横尾　俊彦 九州 顧問 佐賀県 多久市 横尾　俊彦 九州

神奈川県 茅ヶ崎市 服部　信明 関東 神奈川県 茅ヶ崎市 服部　信明 関東 神奈川県 茅ヶ崎市 服部　信明 関東

北海道 登別市 小笠原　春一 北海道・東北 北海道 登別市 小笠原　春一 北海道・東北 H28.5 退職 京都府 京丹後市 中山　泰 近畿

埼玉県 本庄市 吉田　信解 関東 H28.10 退職 奈良県 葛城市 山下　和弥 近畿 北海道 登別市 小笠原　春一 北海道・東北

沖縄県 石垣市 中山　義隆 九州 埼玉県 本庄市 吉田　信解 関東 奈良県 葛城市 山下　和弥 近畿



歴代役員・総会開催市一覧

平成26年度（2014.8.30～2015.7.31） 平成25年度（2013.8.24～2014.8.29） 平成24年度（2012.10.4～2013.8.23）

総会開催市：松阪市 総会開催市：網走市 総会開催市：上天草市

役職名 都道府県 市 氏名 ブロック 役職名 都道府県 市 氏名 ブロック 役職名 都道府県 市 氏名 ブロック

会長 奈良県 葛城市 山下　和弥 近畿 会長 北海道 登別市 小笠原　春一 北海道・東北 会長 埼玉県 北本市 石津　賢治 関東

副会長 北海道 名寄市 加藤　剛士 北海道・東北 副会長 北海道 美唄市 髙橋　幹夫 北海道・東北 副会長 北海道 登別市 小笠原　春一 北海道･東北

埼玉県 本庄市 吉田　信解 関東 埼玉県 本庄市 吉田　信解 関東 栃木県 足利市 大豆生田　実 関東

長野県 佐久市 柳田　清二 北信越 三重県 松阪市 山中　光茂 東海・北信越 三重県 松阪市 山中　光茂 東海・北信越

三重県 松阪市 山中　光茂 東海 奈良県 葛城市 山下　和弥 近畿 奈良県 葛城市 山下　和弥 近畿

和歌山県 有田市 望月　良男 近畿 岡山県 玉野市 黒田　晋 四国・中国 岡山県 玉野市 黒田　晋 中国・四国

愛媛県 八幡浜市 大城　一郎 四国・中国 沖縄県 石垣市 中山　義隆 九州 沖縄県 石垣市 中山　義隆 九州

沖縄県 石垣市 中山　義隆 九州 理事 北海道 網走市 水谷　洋一 北海道・東北 理事 岩手県 陸前高田市 戸羽　太 北海道･東北

理事 北海道 室蘭市 青山　剛 北海道・東北 岩手県 陸前高田市 戸羽　太 北海道・東北 埼玉県 本庄市 吉田　信解 関東

神奈川県 鎌倉市 松尾　崇 関東 東京都 稲城市 髙橋　勝浩 関東 長野県 佐久市 柳田　清二 東海・北信越

富山県 氷見市 本川　祐治郎 北信越 長野県 佐久市 柳田　清二 東海・北信越 和歌山県 有田市 望月　良男 近畿

大阪府 泉佐野市 千代松　大耕 近畿 和歌山県 有田市 望月　良男 近畿 山口県 柳井市 井原　健太郎 中国・四国

監事 愛知県 小牧市 山下　史守朗 東海 山口県 柳井市 井原　健太郎 四国・中国 宮崎県 えびの市 村岡　隆明 九州

山口県 柳井市 井原　健太郎 四国・中国 熊本県 上天草市 川端　祐樹 九州 監事 東京都 稲城市 髙橋　勝浩 関東

顧問 佐賀県 多久市 横尾　俊彦 九州 監事 愛知県 小牧市 山下　史守朗 東海・北信越 熊本県 上天草市 川端　祐樹 九州

神奈川県 茅ヶ崎市 服部　信明 関東 愛媛県 八幡浜市 大城　一郎 四国・中国 顧問 佐賀県 多久市 横尾　俊彦 九州

京都府 京丹後市 中山　泰 近畿 顧問 佐賀県 多久市 横尾　俊彦 九州 H24.11退職 愛媛県 新居浜市 佐々木　龍 中国・四国

埼玉県 北本市 石津　賢治 関東 神奈川県 茅ヶ崎市 服部　信明 関東 神奈川県 茅ヶ崎市 服部　信明 関東

北海道 登別市 小笠原　春一 北海道・東北 京都府 京丹後市 中山　泰 近畿 京都府 京丹後市 中山　泰 近畿

埼玉県 北本市 石津　賢治 関東 H25.3退職 愛媛県 四国中央市 井原　巧 中国・四国



歴代役員・総会開催市一覧

平成23年度（2011.8.19～2012.10.4） 平成22年度（2010.8.20～2011.8.19） 平成21年度（2009.10.3～2010.8.20）

総会開催市：石垣市 総会開催市：登別市 総会開催市：京丹後市

役職名 都道府県 市 氏名 ブロック 役職名 都道府県 市 氏名 ブロック 役職名 都道府県 市 氏名 ブロック

会長 愛媛県 四国中央市 井原　巧 中国・四国 会長 京都府 京丹後市 中山　泰 近畿 会長 神奈川県 茅ヶ崎市 服部　信明 関東

副会長 北海道 登別市 小笠原　春一 北海道･東北 副会長 埼玉県 北本市 石津　賢治 関東 副会長 埼玉県 北本市 石津　賢治 関東

埼玉県 北本市 石津　賢治 関東 三重県 松阪市 山中　光茂 東海・北信越 京都府 京丹後市 中山　泰 近畿

三重県 松阪市 山中　光茂 東海・北信越 奈良県 葛城市 山下　和弥 近畿 愛媛県 四国中央市 井原　巧 中国・四国

奈良県 葛城市 山下　和弥 近畿 愛媛県 四国中央市 井原　巧 中国・四国 宮崎県 都城市 長峯　誠 九州

岡山県 玉野市 黒田　晋 中国・四国 宮崎県 都城市 長峯　誠 九州 理事 北海道 登別市 小笠原　春一 北海道･東北

宮崎県 都城市 長峯　誠 九州 理事 北海道 登別市 小笠原　春一 北海道･東北 長野県 佐久市 柳田　清二 東海・北信越

理事 岩手県 陸前高田市 戸羽　太 北海道･東北 栃木県 足利市 大豆生田　実 関東 三重県 松阪市 山中　光茂 東海・北信越

栃木県 足利市 大豆生田　実 関東 長野県 佐久市 柳田　清二 東海・北信越 奈良県 葛城市 山下　和弥 近畿

長野県 佐久市 柳田　清二 東海・北信越 和歌山県 有田市 望月　良男 近畿 岡山県 玉野市 黒田　晋 中国・四国

和歌山県 有田市 望月　良男 近畿 岡山県 玉野市 黒田　晋 中国・四国 広島県 府中市 伊藤　吉和 中国・四国

島根県 益田市 福原　慎太郎 中国・四国 熊本県 上天草市 川端　祐樹 九州 熊本県 上天草市 川端　祐樹 九州

沖縄県 石垣市 中山　義隆 九州 監事 埼玉県 本庄市 吉田　信解 関東 監事 埼玉県 本庄市 吉田　信解 関東

監事 埼玉県 本庄市 吉田　信解 関東 顧問 東京都 稲城市 石川　良一 関東 顧問 東京都 稲城市 石川　良一 関東

熊本県 上天草市 川端　祐樹 九州 佐賀県 多久市 横尾　俊彦 九州 佐賀県 多久市 横尾　俊彦 九州

顧問 佐賀県 多久市 横尾　俊彦 九州 愛媛県 新居浜市 佐々木　龍 中国・四国 愛媛県 新居浜市 佐々木　龍 中国・四国

愛媛県 新居浜市 佐々木　龍 中国・四国 埼玉県 草加市 木下　博信 関東 埼玉県 草加市 木下　博信 関東

神奈川県 茅ヶ崎市 服部　信明 関東 神奈川県 茅ヶ崎市 服部　信明 関東

京都府 京丹後市 中山　泰 近畿



歴代役員・総会開催市一覧

平成20年度（2008.8.24～2009.10.3） 平成19年度（2007.10.15～2008.8.24） 平成18年度（2006.8.24～2007.10.15）

総会開催市：都城市 総会開催市：新居浜市 総会開催市：下呂市

役職名 都道府県 市 氏名 ブロック 役職名 都道府県 市 氏名 ブロック 役職名 都道府県 市 氏名 ブロック

会長 埼玉県 草加市 木下　博信 関東 会長 埼玉県 草加市 木下　博信 関東 会長 愛媛県 新居浜市 佐々木　龍 四国

副会長 神奈川県 茅ヶ崎市 服部　信明 関東 副会長 神奈川県 茅ヶ崎市 服部　信明 関東 副会長 埼玉県 草加市 木下　博信 関東

三重県 桑名市 水谷　元 東海・北信越 三重県 桑名市 水谷　元 東海・北信越 神奈川県 茅ヶ崎市 服部　信明 関東

京都府 京丹後市 中山　泰 近畿 京都府 京丹後市 中山　泰 近畿 三重県 桑名市 水谷　元 東海・北信越

愛媛県 四国中央市 井原　巧 中国・四国 愛媛県 四国中央市 井原　巧 中国・四国 京都府 京丹後市 中山　泰 近畿

宮崎県 都城市 長峯　誠 九州 宮崎県 都城市 長峯　誠 九州 愛媛県 四国中央市 井原　巧 中国・四国

理事 千葉県 四街道市 高橋　操 関東 理事 千葉県 四街道市 高橋　操 関東 宮崎県 都城市 長峯　誠 九州

富山県 高岡市 橘　慶一郎 東海・北信越 富山県 高岡市 橘　慶一郎 東海・北信越 理事 千葉県 四街道市 高橋　操 関東

滋賀県 高島市 海東　英和 近畿 滋賀県 高島市 海東　英和 近畿 富山県　 高岡市 橘　慶一郎 東海・北信越

広島県 府中市 伊藤　吉和 中国・四国 広島県 府中市 伊藤　吉和 中国・四国 愛知県 安城市 神谷　学 東海・北信越

熊本県 熊本市 幸山　政史 九州 熊本県 熊本市 幸山　政史 九州 滋賀県 高島市 海東　英和 近畿

監事 埼玉県 北本市 石津　賢治 関東 監事 埼玉県 北本市 石津　賢治 関東 広島県 府中市 伊藤　吉和 中国・四国

顧問 東京都 稲城市 石川　良一 関東 顧問 東京都 稲城市 石川　良一 関東 熊本県 熊本市 幸山　政史 九州

山口県 下関市 江島　潔 中国・四国 山口県 下関市 江島　潔 中国・四国 監事 埼玉県 北本市 石津　賢治 関東

福岡県 八女市 野田　国義 九州 福岡県 八女市 野田　国義 九州 顧問 東京都 稲城市 石川　良一 関東

佐賀県 多久市 横尾　俊彦 九州 佐賀県 多久市 横尾　俊彦 九州 山口県 下関市 江島　潔 中国・四国

愛媛県 新居浜市 佐々木　龍 中国・四国 愛媛県 新居浜市 佐々木　龍 中国・四国 福岡県 八女市 野田　国義 九州

佐賀県 多久市 横尾　俊彦 九州

山口県 下関市 江島　潔 中国・四国

福岡県 八女市 野田　国義 九州



歴代役員・総会開催市一覧

平成17年度（2005.10.20～2006.8.24） 平成16年度（2004.11.25～2005.10.20）

総会開催市：会津若松市 総会開催市：四国中央市

役職名 都道府県 市 氏名 ブロック 役職名 都道府県 市 氏名 ブロック

会長 佐賀県 多久市 横尾　俊彦 九州 会長 大阪府 枚方市 中司　宏 近畿

副会長 福島県 会津若松市 菅家　一郎 北海道・東北 副会長 富山県 氷見市 堂故　茂 東海・北信越

埼玉県 草加市 木下　博信 関東 三重県 桑名市 水谷　元 東海・北信越

三重県 桑名市 水谷　元 東海・北信越 愛媛県 新居浜市 佐々木　龍 中国・四国

京都府 向日市 久嶋　務 近畿 佐賀県 多久市 横尾　俊彦 九州

愛媛県 新居浜市 佐々木　龍 中国・四国 理事 福島県 会津若松市 菅家　一郎 北海道・東北

理事 千葉県 四街道市 高橋　操 関東 埼玉県 東松山市 坂本　祐之輔 関東

富山県　 高岡市 橘　慶一郎 東海・北信越 埼玉県 草加市 木下　博信 関東

愛知県 安城市 神谷　学 東海・北信越 新潟県 上越市 木浦　正幸 東海・北信越

大阪府 高石市 阪口　伸六 近畿 三重県 熊野市 河上　敢二 東海・北信越

広島県 府中市 伊藤　吉和 中国・四国 愛媛県 四国中央市 井原　巧 中国・四国

愛媛県 四国中央市 井原　巧 中国・四国 監事 京都府 向日市 久嶋　務 近畿

熊本県 熊本市 幸山　政史 九州 広島県 府中市 伊藤　吉和 中国・四国

監事 東京都 杉並区 山田　宏 関東 顧問 千葉県 我孫子市 福島　浩彦 関東

顧問 千葉県 我孫子市 福島　浩彦 関東 東京都 武蔵野市 土屋　正忠 関東

東京都 稲城市 石川　良一 関東 東京都 稲城市 石川　良一 関東

福井県 大野市 天谷　光治 東海・北信越 福井県 大野市 天谷　光治 東海・北信越

大阪府 枚方市 中司　宏 近畿 山口県 下関市 江島　潔 中国・四国

山口県 下関市 江島　潔 中国・四国 福岡県 八女市 野田　国義 九州

福岡県 八女市 野田　国義 九州


