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令和 3年 3月 1 日現在

委員会歴代委員 ◎ 委員長　○ 副委員長

第1期　1991-1993
平成3年4月1日～平成5年3月31日

第2期　1993-1995
平成5年4月1日～平成7年3月31日

第3期　1995-1997
平成7年4月1日～平成9年3月31日

第4期　1997-1999
平成9年4月1日～平成11年3月31日

第5期　1999-2001
平成11年4月1日～平成13年3月31日

第6期　2001-2003
平成13年4月1日～平成15年3月31日

◎久保田 卓三 ◎久保田 卓三 ◎木村 光雄 ◎酒井 繁 ◎酒井 繁 ◎酒井 繁
○木村 光雄 ○海野 章 ○太田 健一 ○金川 洋 ○飛田 勝弘 ○中川 節子
○松浦 辰行 ○木村 光雄 ○加藤 正人 ○藤井 泉 　岩隈 壽 　岩隈 壽
　海野 章 　浅野 和治 　上杉 廣美 　上杉 廣美 　梶沼 次人 　木下 弘宣
　大辻 正明 　太田 健一 　酒井 繁 　加藤 正人 　常山 正雄 　鈴木 勝義
　小西 恵三 　大辻 正明 　谷野 勝之 　谷野 勝之 　寺越 慎一 　髙野 正康
　東間 清吾 　加藤 正人 　寺越 慎一 　寺越 慎一 　中野 隆男 　中野 隆男
　西岡 義高 　佐久間 茂 　本塚 雄一郎 　飛田 勝弘 　幅田 芳弘 　樋口 正美

　高嶋 博 　幅田 芳弘 　樋口 正美 　藤井 泉
　藤井 泉 　細田 幸夫

企画委員会

第7期 -1　2003-2004
平成15年4月1日～平成16年3月31日

第7期 -2　2004-2005
平成16年4月1日～平成17年3月31日

第8期　2005-2007
平成17年4月1日～平成19年3月31日

第9期　2007-2009
平成19年4月1日～平成21年3月31日

第10期　2009-2011
平成21年4月1日～平成23年3月31日

第11期　2011-2012
平成23年4月1日～平成24年6月29日

◎酒井 繁 ◎藤井 泉 ◎藤井 泉 ◎髙橋 雷太 ◎伊藤 一章 ◎伊藤 一章
○中川 節子 ◯野口 泰弘 ○木下 弘宣 ○荒関 仂 ○斎藤 全一郎 ○伊藤 廣
○藤井 泉 　荒関 仂 　荒関 仂 　秋元 孝則 　秋元 孝則 　根本 清規
　岩隅 壽 　浦澤 宏 　澤田 覚 　江成 健一 　伊藤 廣 　福田 昭一
　木下 弘宣 　木下 弘宣 　清水 昭子 　斎藤 全一郎 　江成 健一 　光城 元博
　鈴木 勝義 　清水 昭子 　髙橋 雷太 　坂本 裕幸 　光城 元博 　六谷 秀生
　髙野 正康 　花岡 伸好 　花岡 伸好 　清水 昭子 　六谷 秀生
　中野 隆夫 　浜 今朝男 　浜 今朝男 　花岡 伸好
　樋口 正美
　細田 幸夫

総務委員会（旧企画委員会）

第12期　2012-2014
平成24年4月1日～平成26年3月31日

第13期　2014-2016
平成26年4月1日～平成28年3月31日

第14期　2016-2018
平成28年4月1日～平成30年3月31日

第15期　2018-2021
平成30年4月1日～令和3年3月31日

◎伊藤 一章 ◎伊藤 一章 → 伊藤 哲雄（＊1） → 石田 信之（＊2） ◎高橋 洋子 ◎高橋 洋子 → 飛田 勝弘（＊1） → 梅田 昭彦（＊2）

○根本 清規 ○根本 清規 ◯藤鬼 洋次 ◯渡辺 一郎
　伊藤 廣 　赤井 摂 　今村 顕 　小川 敏治 

　今村 顕 　伊藤 哲雄 → 今村 顕（＊1） 　小川 敏治 　小山 正治
　長谷川 一彦 　太田 憲吾 　菊地 正則 　笹川 正子
　福田 昭一 　中田 耕司 　笹川 正子 　谷 幹夫 → 吉田 和美（＊3）

　眞鍋 一 　長谷川 一彦 　中田 耕司 　中田 耕司 → 森田 幸弘（＊2）

　光城 元博 　南田 耕作 　渡辺 一郎 　原子 修司
　八児 正紀 （＊1）平成26年6月19日就任

（＊2）平成27年4月1日就任
（＊1）平成30年6月21日就任
（＊2）令和2年6月29日就任
（＊3）令和2年9月4日就任

第1期　1991-1993
平成3年4月1日～平成5年3月31日

第2期　1993-1995
平成5年4月1日～平成7年3月31日

第3期　1995-1997
平成7年4月1日～平成9年3月31日

第4期　1997-1999
平成9年4月1日～平成11年3月31日

第5期　1999-2001
平成11年4月1日～平成13年3月31日

第6期　2001-2003
平成13年4月1日～平成15年3月31日

◎廣瀬 伸彦 ◎児島 敏和 ◎青木 守郎 ◎木村 光雄 ◎木村 光雄 ◎柴山 喬一
○青木 守郎 ○青木 守郎 ○石井 計行 ○石井 計行 ○馬場 俊斉 ○鹿股 邦夫
○関谷 義久 ○関谷 義久 ○藤中 秀幸 ○鈴木 勝義 ○宮寺 成人 ○櫻井 俊男
　砂川 久光 　砂川 久光 　大山 哲 　伊藤 龍治 　伊藤 龍治 　岩田 修一
　髙野 正康 　髙野 正康 　髙野 正康 　馬場 俊斉 　鹿股 邦夫 　岡田 芳明
　中津 幸信 　藤中 秀幸 　内藤 聡 　宮寺 成人 　笹谷 俊道 　今野 三雄
　藤中 秀幸 　松尾 幸静 　原科 憲哉 　矢野 亮治　 　柴山 喬一 　齋藤 勝美
　三田村 清幸 　木工本 雄三 　松尾 幸静 　吉木 祐三 　鈴木 勝義 　笹谷 俊道

　矢野 亮治 　吉田 正之 　吉木 祐三 　杉田 圭三
　吉田 正之 　福村 孝治

組織委員会
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第7期 -1　2003-2004
平成15年4月1日～平成16年3月31日

第7期 -2　2004-2005
平成16年4月1日～平成17年3月31日

第8期　2005-2007
平成17年4月1日～平成19年3月31日

第9期　2007-2009
平成19年4月1日～平成21年3月31日

第10期　2009-2011
平成21年4月1日～平成23年3月31日

第11期　2011-2012
平成23年4月1日～平成24年6月29日

◎櫻井 俊男 ◎櫻井 俊男 ◎櫻井 俊男 ◎櫻井 俊男 ◎浅井 剛 ◎櫻井 俊男
○鹿股 邦夫 ○齋藤 勝美 ○齋藤 勝美 ○齋藤 勝美 ○松浦 敏幸 ○浅井 剛
○齋藤 勝美 ○今野 三雄 ○根本 清規 ○根本 清規 ○元木 英明 ○中村 秀明
　岩田 修一 　相田 哲 　相田 哲 　五十嵐 誠二 　五十嵐 誠二 　木村 泰久
　岡田 芳明 　岩田 修一 　岸田 晴樹 　浦澤 宏 　浦澤 宏 　松井 正勝
　今野 三雄 　木村 武 　鈴木 久之 　岸田 晴樹 　木村 泰久 　松浦 敏幸
　髙橋 雷太 　髙井 直樹 　髙井 直樹 　髙井 直樹 　高須 和之 　美留町 利朗
　西岡 義高 　中村 秀明 　中村 秀明 　中村 秀明 　田中 英雄 　八児 正紀
　三浦 哲夫 　西岡 義高 　西岡 義孝 

　木工本 雄三

支部支援委員会（旧組織委員会）

第12期　2012-2014
平成24年4月1日～平成26年3月31日

第13期　2014-2016
平成26年4月1日～平成28年3月31日

第14期　2016-2018
平成28年4月1日～平成30年3月31日

第15期　2018-2020
平成30年4月1日～令和2年3月31日

◎櫻井 俊男 ◎櫻井 俊男 → 藤鬼 洋次（＊1） ◎藤鬼 洋次 → 中村 秀明（＊1） ◎中村 秀明 → 井上 陽介（＊1）

○中村 秀明 ○中村 秀明 ◯杉原 博司 ◯深川 茂利
　近藤 孝三 　伊藤 廣 　伊藤 廣 　餘目 英男
　木村 泰久 　杉原 博司 　嶋野 明正 　細谷 邦夫
　河野 光雄 　深川 茂利 　細谷 邦夫 　今村 顕
　松浦 敏幸 　細谷 邦夫 　向 健二 　久松 玲子
　美留町 利朗 　眞鍋 一 　小山 正治 　向 健二
　六谷 秀生 　美留町 利朗 　深川 茂利 　吉良 明宏

（＊1）平成26年6月19日就任 （＊1）平成28年6月24日就任 （＊1）平成30年6月21日就任

第1期　1991-1993
平成3年4月1日～平成5年3月31日

第2期　1993-1995
平成5年4月1日～平成7年3月31日

第3期　1995-1997
平成7年4月1日～平成9年3月31日

第4期　1997-1999
平成9年4月1日～平成11年3月31日

第5期　1999-2001
平成11年4月1日～平成13年3月31日

第6期　2001-2003
平成13年4月1日～平成15年3月31日

◎青木 二士夫 ◎佐藤 茂則 ◎佐藤 茂則 ◎常山 正雄 ◎横田 隆夫 ◎横田 隆夫
○佐藤 茂則 ○小野瀬 益夫 ○新野 武宣 ○近藤 正行 ○木村 武 ○木村 武
○杉山 隆 ○西岡 義高 ○馬場 勇 ○横田 隆夫 ○髙橋 健一 ○髙橋 健一
　青木 守郎 　青木 守郎 　青木 守郎 　安部 勝一 　梅畑 雅信 　青木 眞
　小川 治重 　小林 正使 　川村 明 　石渡 宏道 　佐久間 賢一 　秋元 孝則
　小林 正使 　杉山 隆 　慶徳 孝一 　川村 明 　椎山 松記 　齋藤 勝美
　槙 孝悦 　鈴木 久之 　近藤 正行 　髙橋 健一 　中川 節子 　佐久間 賢一
　町山 三郎 　新野 武宣 　杉山 隆 　髙村 太郎 　袴田 卓志 　佐藤 正雄
　守屋 俊晴 　馬場 勇 　長谷川 正 　本塚 雄一郎 　丸山 定夫 　椎山 松記

　吉田 博文 　堀 義和 　吉田 正之 　本塚 雄一郎 　袴田 卓志
　吉田 正之 　舟橋 健市

　丸山 定夫

教育研修委員会

第7期 -1　2003-2004
平成15年4月1日～平成16年3月31日

第7期 -2　2004-2005
平成16年4月1日～平成17年3月31日

第8期　2005-2007
平成17年4月1日～平成19年3月31日

第9期　2007-2009
平成19年4月1日～平成21年3月31日

第10期　2009-2011
平成21年4月1日～平成23年3月31日

第11期　2011-2012
平成23年4月1日～平成24年6月29日

◎横田 隆夫 ◎佐久間 賢一 ◎佐久間 賢一 ◎佐久間 賢一 ◎杉本 俊夫 ◎佐久間賢一
○木村 武 ○椎山 松記 ○竹川 忍 ○冨松 伸治 ○冨木 隆夫 ○西山 信之
○佐久間 賢一 　飯田 昭夫 ○丸山 定夫 ○丸山 定夫 ○三浦 康弘 ○三浦 康弘
　秋元 孝則 　太田 健一 　飯田 昭夫 　塩田 龍海 　石山 稔 　有浦 勲
　飯田 昭夫 　高橋 悠海子 　佐藤 正雄 　杉本 俊夫 　河野 光雄 　大山 文明
　佐藤 正雄 　日笠 肇 　日笠 肇 　冨木 隆夫 　村田 幸一 　田中 豊章
　椎山 松記 　丸山 定夫 　村田 平八郎 　野村 豪 　政木 和夫
　中谷 義宣 　村田 平八郎 　村田 平八郎 　山﨑 修二
　袴田 卓志 　渡邊 忍
　舟橋 健市
　丸山 定夫
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第12期　2012-2014
平成24年4月1日～平成26年3月31日

第13期　2014-2016
平成26年4月1日～平成28年3月31日

第14期　2016-2018
平成28年4月1日～平成30年3月31日

第15期　2018-2020
平成30年4月1日～令和2年3月31日

第16期　2020-2023
令和2年4月1日～令和5年3月31日

◎佐久間 賢一 ◎佐久間 賢一 ◎佐久間 賢一 ◎西山 信之 ◎西山 信之
○杉本 俊夫 ○西山 信之 ◯西山 信之 ◯井上 輝生 ◯小野瀬 由一
○西山信之 　青地 記代子 　天口 信裕 　青地 記代子 　北島 亜紀
　青地 記代子 　井上 輝生 　井上 輝生 　太田 佑馬 　綱島 英俊
　梅谷 基樹 　小野瀬 由一 　小野瀬 由一 　菊地 正則 　道下 洋夫
　大山 文明 　澁谷 辰吉 　黒田 善宏 　鈴木 竹仁 　三村 和正
　鈴木 竹仁 　鈴木 竹仁 　鈴木 竹仁 　田中 幹夫
　角田 祥子 　野中 俊英 　野中 俊英 野中 俊英 → 美留町 利朗（＊1）

　政木 和夫 　政木 和夫
　渡邊 忍 （＊1）平成30年10月5日就任

第1期　1991-1993
平成3年4月1日～平成5年3月31日

第2期　1993-1995
平成5年4月1日～平成7年3月31日

第3期　1995-1997
平成7年4月1日～平成9年3月31日

第4期　1997-1999
平成9年4月1日～平成11年3月31日

第5期　1999-2001
平成11年4月1日～平成13年3月31日

第6期　2001-2003
平成13年4月1日～平成15年3月31日

◎安部 勝一 ◎安部 勝一 ◎杉田 圭三 ◎元木 英明 ◎元木 英明 ◎田中 勝志
○杉田 圭三 ○小林 正樹 ○安部 勝一 ○稲垣 浩司 ○秋田 文行 ◯伊藤 龍治
○的場 輝夫 ○杉田 圭三 　稲垣 浩司 ○金目 正樹 ○田中 勝志 ◯百石 高昭
　粟飯原 一雄 　稲垣 浩司 　金目 正樹 ○田中 勝志 ○松尾 幸静 　石川 誠
　稲垣 浩司 　小西 恵三 　小林 正樹 　秋田 文行 　石川 誠 　上田 久之
　小西 恵三 　田中 良平 　田中 勝志 　岡田 芳明 　岡田 芳明 　慶徳 孝一
　小林 正樹 　谷 信洋 　日垣 一光 　日垣 一光 　日垣 一光 　近田 雄一
　田中 良平 　益田 直人 　古屋 良隆 　古屋 良隆 　舟橋 健市 　古関 伸一

　的場 輝夫 　益田 直人 　松尾 幸静 　矢野 亮治 　矢野 亮治 

　和田 正義 　和田 正義

広報委員会

第7期 -1　2003-2004
平成15年4月1日～平成16年3月31日

第7期 -2　2004-2005
平成16年4月1日～平成17年3月31日

第8期　2005-2007
平成17年4月1日～平成19年3月31日

第9期　2007-2009
平成19年4月1日～平成21年3月31日

第10期　2009-2011
平成21年4月1日～平成23年3月31日

第11期　2011-2012
平成23年4月1日～平成24年6月29日

◎田中 勝志 ◎内海 和夫 ◎藍原 雅一 ◎飛田 勝弘 ◎岡田 雅子 ◎髙橋 雷太
○伊藤 龍治 ○鹿股 邦夫 ○鹿股 邦夫 ○鹿股 邦夫 ○大石 孝太郎 ○井上 輝生
○石川 誠 　藍原 雅一 　稲垣 浩司 ○佐藤 由巳子 　井上 輝生 　今村 顕
　上田 久之 　遠藤 浩之 　佐藤 由巳子 　石山 稔 　川原 丈貴 　岡田 信夫
　慶徳 孝一 　喜瀬 善孝 　園田 愛 　大石 孝太郎 　小山田 剛
　近田 雄一 　飛田 勝弘 　岡田 雅子 　川原 丈貴
　古関 伸一 　高野 正二郎
　百石 高昭
　矢野 亮治
　和田 正義

第12期　2012-2014
平成24年4月1日～平成26年3月31日

第13期　2014-2016
平成26年4月1日～平成28年3月31日

第14期　2016-2018
平成28年4月1日～平成30年3月31日

第15期　2018-2021
平成30年4月1日～令和3年3月31日

◎髙橋 雷太 ◎髙橋 雷太 ◎髙橋 雷太 ◎髙橋 雷太 → 川原 丈貴（＊1）

○萩原 輝久 ○小山田 剛 ◯川原 丈貴 ◯中沢 和広
　井上 輝生 　赤松 和弘 　赤松 和弘 　赤松 和弘
　小山田 剛 　河野 展久 　河野 展久 　河野 展久
　川原 丈貴 　川原 丈貴 　川本 一男 　川原 丈貴 → 三好 章樹（＊1)

　佐藤 由巳子 　寺坂 裕美 　中沢 和広 　川本 一男
　田中 一夫 　藤井 康彦 　藤井 康彦 　藤井 康彦
　中寄 正美 　古澤 久志 　古澤 久志 　古澤 久志
　細井 保正 （＊1）令和2年6月29日就任

　藤井 康彦

（教育研修委員会つづき）
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令和 3年 3月 1 日現在

第1期　1991-1993
平成3年4月1日～平成5年3月31日

第2期　1993-1995
平成5年4月1日～平成7年3月31日

第3期　1995-1997
平成7年4月1日～平成9年3月31日

第4期　1997-1999
平成9年4月1日～平成11年3月31日

第5期　1999-2001
平成11年4月1日～平成13年3月31日

第6期　2001-2003
平成13年4月1日～平成15年3月31日

◎槙 孝悦 ◎元木 英明 ◎元木 英明 ◎野村 豪 ◎新野 武宣 ◎清水 至
○阿部 晋也 ○松岡 浩三 ○金川 洋 ○新野 武宣 ○伊藤 哲雄 ○伊藤 哲雄
○松岡 浩三 ○三田村 清幸 ○松岡 浩三 ○益田 直人 ○清水 至 ○馬場 勇
　石渡 宏道 　金川 洋 　柴山 喬一 　伊藤 哲雄 　関 英徳 　風神 正典
　内田 延佳 　木村 武 　遠藤 研一 　遠藤 研一 　鶴島 信孝 　逆井 甚一郎
　関根 舜助 　佐藤 允良 　野村 豪 　清水 至 　内藤 博次 　高山 温子
　高橋 悠海子 　柴山 喬一 　藤井 泉 　田中 裕司 　馬場 勇 　鶴島 信孝
　山田 勝章 　藤井 泉 　村上 君雄 　村上 君雄 　村上 君雄 　花岡 伸好

　山田 勝章 　山田 勝章 　諸井 政司 　諸井 政司 　峯岸 芳幸
　横沢 俊一 　横沢 俊一

　吉田 正之

調査研究委員会

第1期　1991-1993
平成3年4月1日～平成5年3月31日

第2期　1993-1995
平成5年4月1日～平成7年3月31日

第3期　1995-1997
平成7年4月1日～平成9年3月31日

第4期　1997-1999
平成9年4月1日～平成11年3月31日

第5期　1999-2001
平成11年4月1日～平成13年3月31日

第6期　2001-2003
平成13年4月1日～平成15年3月31日

◎小林 正樹 ◎秋田 一実 ◎新保 精二郎 ◎新保 精二郎 ◎星野 雄一 ◎星野 雄一
○児島 敏和 ○関口 一夫 ○関口 一夫 ○髙野 正康 ○髙野 正康 ○藍原 雅一
○野口 康弘 ○三澤 壮義 ○三澤 壮義 ○星野 雄一 ○前島 滋 ○大谷 潔
　久保 光雄 　大場 政則 ○門間 伝一 　大谷 潔 　大谷 潔 　相田 哲
　飛田 勝弘　 　飛田 勝弘 　岡 四郎 　岡 四郎 　関根 朝秋 　田島 隆雄
　野中 郁男 　永野 豊 　飛田 勝弘 　加藤 智 　林 浩治 　田村 滋規
　木工本 雄三 　野口 康弘 　西岡 義高 　関根 朝秋 　日垣 一光　 　飛田 勝弘
　門間 伝一 　野中 郁男 　野中 郁男 　林 浩治 　堀之内 富男 　平野 武信

　門間 伝一 　星野 雄一 　細川 一 　待山 克典 　堀之内 富男
　細川 一 　待山 克典 　宮城 秀敏 　前島 滋

　宮城 秀敏

業務推進委員会

第7期 -1　2003-2004
平成15年4月1日～平成16年3月31日

第7期 -2　2004-2005
平成16年4月1日～平成17年3月31日

第8期　2005-2007
平成17年4月1日～平成19年3月31日

第9期　2007-2009
平成19年4月1日～平成21年3月31日

◎星野 雄一 　田島 隆雄 　堀之内 富雄 ◎塩田 龍海 ◎伊藤 哲雄 ◎伊藤 哲雄
○伊藤 哲雄 　田中 京子 　前島 滋 ○鶴島 信孝 ○前島 滋 ○中寄 正美
　相田 哲 　田村 滋規 　宮城 秀敏 　伊藤 哲雄 　竹内 与志夫 ○渡邊 忍
　藍原 雅一 　鶴島 信孝 　横沢 俊一 　竹内 与志夫 　鶴島 信孝 　阿部 京
　大谷 潔 　飛田 勝弘 　和田 正義 　渡邊 忍 　小塚 正一
　風神 正典 　花岡 伸好 　渡邊 秀雄 　竹内 与志夫
　篠原 俊 　馬場 勇 　二井 るり子
　清水 至 　平野 武信 　船本 智睦

企画調査委員会（旧調査研究委員会、 旧業務推進委員会）

第10期　2009-2011
平成21年4月1日～平成23年3月31日

第11期　2011-2012
平成23年4月1日～平成24年6月29日

第12期　2012-2014
平成24年4月1日～平成26年3月31日

◎中寄 正美 ◎永山 正人 ◎永山 正人 → 飛田 勝弘（＊1）

○杉原 博司 ○赤松 和弘 ○赤松 和弘
○船本 智睦 ○竹内 与志夫 ○竹内 与志夫
　赤松 和弘 　糸数 哲夫 　赤井 摂
　糸数 哲夫 　杉原 博司 　伊藤 哲雄
　土居 秀行 　土居 秀行 　幸地 啓子（＊2）

　宮本 和則 　高須 和之 　塩田 龍海
　高橋 洋子 　土居 秀行（＊3）

　宮原 勅治 　藤中 秀樹
　宮本 和則 　宮原 勅治

（＊1）平成24年6月29日就任
（＊2）平成24年10月10日辞任
（＊3）平成25年4月1日辞任
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令和 3年 3月 1 日現在

第1期　1991-1993
平成3年4月1日～平成5年3月31日

第2期　1993-1995
平成5年4月1日～平成7年3月31日

第3期　1995-1997
平成7年4月1日～平成9年3月31日

第4期　1997-1999
平成9年4月1日～平成11年3月31日

第5期　1999-2001
平成11年4月1日～平成13年3月31日

第6期　2001-2003
平成13年4月1日～平成15年3月31日

◎左奈田 幸夫 ◎鍵山 堅一 ◎鍵山 堅一 ◎飯田 昭夫 ◎飯田 昭夫 ◎川村 明
○吉木 祐三 ○百石 高昭 ○笠原 久蔵 ○笠原 久蔵 ○太田 健一 ○太田 健一
○吉田 平八郎 ○吉木 祐三 ○吉木 祐三 ○渡辺 賢 ○川村 明 ○髙土 哲夫
　秋田 一実 　芥川 満砂子 　芥川 満砂子 　芥川 満砂子 　芥川 満砂子 　岩堀 幸司
　小泉 久夫 　小泉 久夫 　梅田 和良 　梅田 和良 　岩堀 幸司 　小川 晃
　小林 昇 　杉山 幹夫 　杉山 幹夫 　慶徳 孝一 　加藤 智 　冨松 伸治
　杉山 幹夫 　長谷川 正 　鐡田 光雄 　柴山 喬一 　慶徳 孝一 　新野 武宣
　髙梨 智弘 　舩山 卓三 　名古屋 信夫 　鐵田 光雄 　土居 三良右衛門 　藤鬼 洋次
　藤井 泉 　吉田 平八郎 　渡辺 賢 　馬場 勇 　峰岸 昭 　峰岸 昭

　宮城 秀敏 　吉木 祐三

会員資格審査委員会

第7期 -1　2003-2004
平成15年4月1日～平成16年3月31日

第7期 -2　2004-2005
平成16年4月1日～平成17年3月31日

第8期　2005-2007
平成17年4月1日～平成19年3月31日

第9期　2007-2009
平成19年4月1日～平成21年3月31日

第10期　2009-2011
平成21年4月1日～平成23年3月31日

第11期　2011-2012
平成23年4月1日～平成24年6月29日

◎川村 明 ◎稲垣 浩司 ◎冨松 伸治 ◎浮ケ谷 啓悟 ◎浮ケ谷 啓悟 ◎石渡 宏道
○太田 健一 ○冨松 伸治 ○栗原 誠 ○栗原 誠 ○藤鬼 洋次 ○齋藤 勝美
○髙土 哲夫 　栗原 誠 　近田 雄一 　近田 雄一 　高橋 洋子 　須田 秀之
　岩堀 孝司 　近田 雄一 　坂本 裕幸 　藤鬼 洋次 　田中 豊章 　原子 修司
　小川 晃 　中島 護 　浮ケ谷 啓悟 　山下 孝士 　森田 幸弘
　冨松 伸治 　吉木 祐三 　吉木 祐三
　内藤 聰
　藤鬼 洋次
　峰岸 昭
　吉木 祐三

第1期　2014-2016
平成26年4月1日～平成28年3月31日

第2期　2016-2018
平成28年4月1日～平成30年3月31日

第3期　2018-2020
平成30年4月1日～令和2年3月31日

第4期　2020-2023
令和2年4月1日～令和5年3月31日

◎飛田 勝弘 → 笹谷 俊道（＊1） ◎笹谷 俊道 → 根本 清規（＊1） ◎根本 清規 → 木村 泰久（＊1） ◎木村 泰久
○竹内 与志夫 ◯宮原 勅治 ◯宮原 勅治 ◯細谷 邦夫
　笠田 圭介 　笠田 圭介 　小野瀬 由一 　笠田 圭介
　高地 輝之 　吉良 明宏 　笠田 圭介 　鈴木 竹仁
　塩田 龍海 　杉本 俊夫 　杉本 俊夫 　谷 進二
　杉本 俊夫 　園田 直則 　園田 直則 　野中 康弘
　園田 直則 　尊田 京子 　竹内 与志夫 　政木 和夫
　宮原 勅治 　竹内 与志夫 　政木 和夫 　宮原 勅治
　 　森田 仁計
（＊1） 平成26年6月19日就任 （＊1） 平成28年6月24日就任 （＊1） 平成30年6月30日就任

調査研究・提言委員会

第1期　2014-2016
平成26年4月1日～平成28年3月31日

第2期　2016-2018
平成28年4月1日～平成30年3月31日

第3期　2018-2021
平成30年4月1日～令和3年3月31日

◎井上 陽介 ◎井上 陽介 → 長谷川 一彦（＊1） ◎長谷川 一彦 → 福田 昭一（＊1）

○中寄 正美 ◯三原 一訓 ◯三原 一訓 → 菅原 治（＊2）

　芦川 幸生 　芦川 幸生 　芦川 幸生
　餘目 英男 　餘目 英男 　狩俣 一郎
　狩俣 一郎 　狩俣 一郎 　嶋野 明正
　近藤 栄達 → 三原 一訓（＊1） 　木村 則広 　内藤 啓志
　嶋野 明正 　原子 修司 　平井 政規
　平井 政規 　平井 政規 　三原 一訓 → 大山 恭治（＊2）

（＊1）平成27年6月26日就任 （＊1）平成28年6月24日就任 （＊1）令和2年6月29日就任
（＊2）令和2年8月19日就任

学会・学術委員会

第1期　2017-2018
平成29年4月1日～平成30年3月31日

第2期　2018-2021
平成30年4月1日～令和3年3月31日

◎根本 清規 ◎佐々木 直隆 → 飛田 勝弘（＊1）

◯竹田 秀 ○竹田 秀
　石井 孝宜 　梅田 昭彦 → 谷 幹夫（＊1）

　齋藤 勝美 　齋藤 勝美
　三浦 康弘 　田中 仁

　畠 善昭 → 中田 耕司（＊1）

　小林 智之（＊1）

（＊1）令和2年6月29日就任

財務委員会
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令和 3年 3月 1 日現在

第1期　2017-2018
平成29年4月1日～平成30年3月31日

第2期　2018-2021
平成30年4月1日～令和3年3月31日

◎中山 茂樹 ◎井上 陽介
◯井上 陽介 ○髙梨 智弘
　関 丈太郎 　杉原 博司
　尊田 京子 　常山 正雄 → 三原 一訓（＊1）

　髙梨 智弘 　関 丈太郎
　尊田 京子
　中山 茂樹
（＊1）令和2年6月29日就任

国際委員会

第1期　2017-2018
平成29年4月1日～平成30年3月31日

第2期　2018-2020
平成30年6月21日～令和2年6月29日

第3期　2020-2022
令和2年6月29日～令和4年6月総会

◎山田 修 ◎眞鍋 一 ◎眞鍋 一
◯小山田 剛 ○一色 美敏 ○一色 美敏
　笠田 圭介 　小山田 剛 　澁谷 辰吉
　田中 幹夫 　澁谷 辰吉 　原子 修司
　畑山 宏大 　杉本 俊夫 　藤鬼 洋次
　眞鍋 一 　藤鬼 洋次 　酒井 一博
　水上 朝雄 　水上 朝雄 　
　酒井 一博 　酒井 一博 　

　

事業連携推進室

医業経営コンサルタント資格認定審査会 歴代委員 ◎ 審査会会長　○ 審査会副会長

第1期　1990-1992
平成2年11月1日～平成4年3月31日

第2期　1992-1994
平成4年4月1日～平成6年3月31日

第3期　1994-1996
平成6年4月1日～平成8年3月31日

第4期　1996-1998
平成8年4月1日～平成10年3月31日

第5期　1998-2000
平成10年4月1日～平成12年3月31日

第6期　2000-2002
平成12年4月1日～平成14年3月31日

◎岩﨑 榮 ◎岩﨑 榮 → 紀伊國 献三（＊1） ◎紀伊國 献三 ◎紀伊國 献三 ◎紀伊國 献三 ◎紀伊國 献三
　天野 恵 → 林 晋（＊2） ○紀伊國 献三 → 岩﨑 榮（＊1） ○岩﨑 榮 ○岩﨑 榮 ○岩﨑 榮 ○岩﨑 榮 

　有澤 源蔵 　有澤 源蔵 　内田 裕丈 　大場 則夫 　伊藤 誠 　岡田 芳明
　大場 則夫 　内田 裕丈 　大場 則夫 　奥山 素章 　織本 正慶 　織本 正慶
　奥山 素章 → 仁木 安一（＊2） 　大場 則夫 　奥山 素章 　織本 正慶 　春日 齊 　河口 豊
　長 隆 　仁木 安一 　春日 齊 　春日 齊 　川合 弘毅 　川原 邦彦
　川内 拓郎 　長 隆 　河口 豊 　河口 豊 　河口 豊 　岸 直樹
　河口 豊 　川内 拓郎 　川原 邦彦 　川原 邦彦 　川原 邦彦 　栗原 嘉一郎
　川原 邦彦 　河口 豊 　杉山 幹夫 　杉山 幹夫 　郡司 篤晃 　郡司 篤晃
　紀伊國 献三 　川原 邦彦 　関 隆夫 　関 隆夫 　小山 秀夫 　須藤 祐司
　斎藤 文雄 　斎藤 文雄 　中後 勝 　関 博 　杉山 幹夫 　関 隆夫
　左奈田 幸夫 　左奈田 幸夫 　土屋 章 　土屋 章 　関 隆夫 　関 博
　関 隆夫 　関 隆夫 　中村 努 　豊川 輝久 　関 博 　並河 利充
　土屋 章 　土屋 章 　並河 利充 　並河 利充 　豊川 輝久 　西島 英利 → 星 北斗（＊1）

　並河 利充（＊1） 　並河 利充 　古畑 正 　古畑 正 　古畑 正 　古畑 正
　樋口 幸一 　樋口 幸一 　松田 紘一郎 　松田 紘一郎 　松田 紘一郎 　牧村 功
　藤咲 暹 　藤咲 暹 　望月 正雄 　宮坂 雄平 　松本 久（＊1） 　松田 朗（＊2）

　松田 紘一郎 　松田 紘一郎 　山角 博 　望月 正雄 　松本 清 　松田 紘一郎
　山林 良夫 　山林 良夫 　山林 良夫 　山角 博 　宮坂 雄平 → 西島 英利（＊2） 　松本 清
　米本 貢 　米本 貢　 　米谷 斉 　山林 良夫 　望月 正雄 　山﨑 學

　米本 貢 　米谷 斉 　山林 良夫 　山林 良夫
　米谷 斉 　米谷 斉

　渡辺 良久
計　　 （19）→20 20 21 21 22 23

（＊1） 平成3年4月1日就任
（＊2） 平成3年5月13日就任

（＊1）平成5年4月1日就任 （＊1） 第86回常務理事会（10.7.1
開催）にて、4月1日に遡
り就任　山角博→松本久

（＊2） 平成11年4月1日就任

（＊1） 平成12年7月1日就任
（＊2）  平成13年4月1日協会

会長就任のため審査会
委員辞任



3 0 t h A n n i v e r s a r y

07

令和 3年 3月 1 日現在

第7期　2002-2004
平成14年4月1日～平成16年3月31日

第8期　2004-2007
平成16年4月1日～平成19年3月31日

第9期　2007-2009
平成19年4月1日～平成21年3月31日

第10期　2009-2011
平成21年4月1日～平成23年3月31日

第11期　2011-2012
平成23年4月1日～平成24年6月30日

◎紀伊國 献三 ◎紀伊國 献三 ◎紀伊國 献三 ◎近藤 健文 ◎近藤 健文
○岩﨑 榮 ○岩﨑 榮 ○岩﨑 榮 ○岩﨑 榮 ○岩﨑 榮
　石渡 宏道 　伊藤 一章 　天本 宏 → 三上 裕司（＊1） 　伊藤 一章 　安藤 高夫
　大川原 修二 　稲垣 浩司 　伊藤 一章 　岩﨑 勉 　石渡 宏道
　岡田 芳明 　大川原 修二 　上田 久之 　上塚 芳郎 　伊藤 一章
　織本 正慶 　織本 正慶→川合 弘毅（＊1）→梶原 優（＊2） 　大川原 修二 　浮ヶ谷 啓悟 　岩﨑 勉
　河口 豊 　河口 豊 　太田 謙司 → 髙木 幹正（＊1） 　大川原 修二 → 鈴木 邦彦（＊1）→ 伊藤 伸一（＊2） 　上塚 芳郎
　川原 邦彦 　川原 邦彦→上田 久之（＊3） 　梶原 優 　梶原 優 　奥村 尚弘
　岸 直樹 → 奥田 勝教（＊1） 　木村 佑介 　河口 豊 　越村 哲郎 　梶原 優
　栗原 嘉一郎 　栗原 嘉一郎 　木村 佑介 　小山 秀夫 　菅間 博
　郡司 篤晃 　佐久間 賢一 　栗原 嘉一郎 　佐久間 賢一 　越村 哲郎
　関 隆夫 　杉山 隆 　越村 哲郎 　櫻井 俊男 　齋藤 章二
　関 博 　関 博→星野 雄一（＊3） 　佐久間 賢一 　杉山 隆 　佐久間 賢一
　関谷 弘一 　関谷 弘一 → 越村 哲郎（＊4） 　櫻井 俊男 　髙木 幹正 → 中尾 薫（＊3） 　櫻井 俊男
　並河 利充 　奥田 勝教 → 高津 茂樹（＊1）→ 太田 謙司（＊4） 　杉山 隆 　髙土 哲夫 　佐藤 正雄
　古畑 正 　高橋 淑郎 　谷野 勝之 　谷野 勝之 　髙土 哲夫
　星 北斗 → 西島 英利（＊2） 　都築 正和 　都築 正和 　都築 正和 　竹田 秀
　牧村 功 　並河 利充 　並河 利充 　中山 茂樹 　都築 正和
　松本 清 　名和 肇 　名和 肇 　根岸 良子 　飛田 勝弘
　山﨑 學 　古畑 正 　根岸 良子 　松田 紘一郎 　中山 茂樹
　山林 良夫 　松本 清 　古畑 正 　古畑 正 　松田 紘一郎
　米谷 斉 　西島 英利 → 三上 裕司（＊1）→ 天本 宏（＊4） 　星野 雄一 　三上 裕司 　三上 裕司

　山崎 學 　山崎 學 　山崎 學 → 長瀬 輝諠（＊2） 　溝渕 健一
計　　　　22 23 23 23 23
（＊1）平成15年6月1日就任
（＊2）平成14年7月1日就任

（＊1）平成16年7月1日就任
（＊2）平成17年4月1日就任
（＊3）平成17年7月6日就任
（＊4）平成18年7月1日就任

（＊1）平成20年7月1日就任 （＊1）平成21年11月4日就任
（＊2）平成22年5月24日就任
（＊3）平成21年6月26日就任

第12期　2012-2014
平成24年7月1日～平成26年6月30日

第13期　2014-2016
平成26年7月1日～平成28年6月30日

第14期　2016-2018
平成28年7月1日～平成30年6月30日

第15期　2018-2020
平成30年7月1日～令和2年6月30日

第16期　2020-2022
令和2年7月1日～令和4年6月30日

◎近藤 健文 ◎近藤 健文 ◎近藤 健文 ◎岩﨑 榮 ◎岩﨑 榮
○岩﨑 榮 ○岩﨑 榮 ○岩﨑 榮 ○河口 豊 ○河口 豊
　安藤 高夫 　安藤 高夫 　安藤 高夫 → 美原 盤（＊2） 　秋山 智弥 　秋山 智弥
　伊藤 一章 　伊藤 哲雄 　伊藤 哲雄 　今井 正次 　今井 正次
　上塚 芳郎 　今井 正次 　今井 正次 　岩下 覚 　岩下 覚
　奥村 尚弘 　岩下 覚 　岩下 覚 　菅間 博 　梅田 昭彦
　梶原 優 　上塚 芳郎 　上塚 芳郎 　城守 国斗 　尾形 裕也
　河口 豊 　大久保 清子 　大久保 清子 → 秋山 智弥（＊1） 　木村 泰久 　川渕 孝一
　菅間 博 　奥村 尚弘 　奥村 尚弘 　佐久間 賢一 　菅間 博
　佐久間 賢一 　梶原 優 　梶原 優 → 万代 恭嗣（＊1） 　櫻井 俊男 　城守 国斗 → 橋本 省（＊1）

　櫻井 俊男 　河口 豊 　河口 豊 　高橋 淳 　木村 泰久
　佐藤 正雄 　菅間 博 　菅間 博 　高橋 泰 　佐久間 賢一
　高橋 淳 　佐久間 賢一 　佐久間 賢一 　髙橋 雷太 　櫻井 俊男
　竹田 秀 　櫻井 俊男 　櫻井 俊男 　飛田 勝弘 　高橋 淳
　飛田 勝弘 　佐藤 正雄 　鈴木 邦彦 　竹田 秀 　髙橋 雷太
　中山 茂樹 　鈴木 邦彦 　高橋 淳 　中山 茂樹 　竹田 秀
　福田 昭一 　高橋 淳 　竹田 秀 　万代 恭嗣 　中山 茂樹
　星野 雄一（＊1） 　竹田 秀 　中山 茂樹 　福田 昭一 　万代 恭嗣
　松田 朗 　飛田 勝弘 　片山 繁樹 → 森口 浩充（＊1） 　松田 朗 　濱 昌代
　松田 紘一郎 　中山 茂樹 　松田 朗 　松田 紘一郎 　福田 昭一
　三上 裕司（＊3） 　比嘉 良喬 → 片山 繁樹（＊1） 　松田 紘一郎 　美原 盤 　松田 紘一郎
　溝渕 健一 → 比嘉 良喬（＊2） 　松田 朗 　三浦 康弘 　宮原 勅治 　美原 盤

　松田 紘一郎 　森口 浩充 → 濱 昌代（＊1） 　宮原 勅治
計　　　　22 23 22 23 23
（＊1）平成26年3月18日退任
（＊2）平成25年8月1日就任
（＊3）平成26年3月25日退任

（＊1）平成27年9月4日就任 （＊1）平成29年7月28日就任
（＊2）平成30年3月22日就任

（＊1）令和元年10月4日就任 （＊1）令和2年7月17日就任

（医業経営コンサルタント資格認定審査会 歴代委員のつづき）
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医業経営コンサルタント資格認定論文審査 歴代委員

設置年月 名称 委員長
平成10年 5 月 組織認定特別委員会 木村 光雄
平成12年12月 将来に向けての改革検討特別委員会 酒井 繁
平成13年12月 病院PFI事業推進特別委員会 関 隆夫
平成14年 7 月 改革推進・作業合同特別委員会 川原 邦彦
平成17年 2 月 協会活動活性化特別委員会 関 隆夫
平成17年 3 月 BSC研究特別委員会 岩﨑 榮
平成17年 9 月 協会広報活動特別委員会 竹田 秀
平成18年 2 月 資格認定に関する特別委員会 星野 雄一
平成18年 2 月 大学院大学設置計画準備室 藍原 雅一 （室長）

平成18年10月 医業経営ビジネスコース検討特別委員会 星野 雄一
平成18年11月 情報化（IT）特別委員会 木村 光雄
平成20年 6 月 協会事業効率化特別委員会 木村 光雄
平成21年11月 医療費財源に関する検討会 松田 絋一郎 （座長）

平成22年 4 月 組織改革特別委員会 松田 絋一郎
平成23年 4 月 公益社団法人移行準備特別委員会 石渡 宏道
平成23年 4 月 組織・制度改革実施特別委員会 常山 正雄
平成24年 4 月 情報化認定コンサルタント資格認定特別委員会 竹内 与志夫
平成24年 4 月 学会学術特別委員会 藍原 雅一
平成26年 4 月 訪問看護ステーション特別委員会 服部 万里子
平成26年 4 月 雇用の質向上特別委員会 眞鍋 一
平成26年11月 創立25周年記念特別委員会 伊藤 哲雄
平成27年 4 月 資格制度特別委員会 佐久間 賢一
平成27年 4 月 組織制度改革特別委員会 伊藤 哲雄
平成28年 9 月 組織・資格制度改革特別委員会 伊藤 哲雄
平成28年10月 国際化特別委員会 中山 茂樹
平成29年11月 未来創造特別委員会 藤鬼 洋次
平成30年10月 選挙制度及び定款・規則類集検討特別委員会 杉田 圭三
平成31年 4 月 創立30周年記念準備特別委員会 高橋 洋子
令和元年 7 月 会員多層化構想検討特別委員会 松田 紘一郎
令和元年12月 大学院との連携準備特別委員会 西山 信之
令和 2 年 4 月 過去問題検討特別委員会 宮原 勅治
令和 2 年 5 月 リスクマネジメントプログラム検討特別委員会 尊田 京子
令和 2 年 7 月 ウィズコロナ・医業経営支援特別委員会 伊藤 哲雄
令和 2 年 7 月 創立30周年記念誌作成特別委員会 高橋 洋子
令和 2 年10月 医コンキョウドウ特別委員会 原子 修司

特別委員会等一覧

第9期　2007-2009
平成19年4月1日～平成21年3月31日

第10期　2009-2011
平成21年4月1日～平成23年3月31日

第11期　2011-2012
平成23年4月1日～平成24年6月30日

第12期　2012-2014
平成24年7月1日～平成26年6月30日

第13期　2014-2016
平成26年7月1日～平成28年6月30日

第14期　2016-2018
平成28年7月1日～平成30年6月30日

浅井 剛 浅井 剛 浅井 剛 青地 記代子 青木 惠一 青木 惠一
石渡 宏道 石渡 宏道 浮ヶ谷 啓悟 赤松 和弘 青地 記代子 青地 記代子
浮ヶ谷 啓悟 河口 豊 河口 豊 浅井 剛 赤松 和弘 赤松 和弘
馬杉 則彦 木村 佑介 木村 佑介 石川 誠 浮ヶ谷 啓悟 浮ヶ谷 啓悟
松田 紘一郎 馬杉 則彦 小山 秀夫 石渡 宏道 川原 丈貴 川原 丈貴
横田 隆夫 星野 雄一 星野 雄一 浮ヶ谷 啓悟 鈴木 竹仁 鈴木 竹仁

横田 隆夫 松田 朗 木村 佑介 髙橋 雷太 髙橋 雷太
横田 隆夫 鈴木 竹仁 永山 正人 永山 正人

高橋 雷太 根本 清規 根本 清規
藤中 秀樹 福田 昭一 福田 昭一
眞鍋 一 藤中 秀樹 藤中 秀樹
八木 時雄 眞鍋 一 眞鍋 一
横田 隆夫 丸山 定夫 丸山 定夫

宮原 勅治 宮原 勅治
美留町 利朗 美留町 利朗

計　　　　 6 7 8 13 15 15

第15期　2018-2020
平成30年7月1日～令和2年6月30日

第16期　2020-2022
令和2年7月1日～令和4年6月30日

青地 記代子 青地 記代子
伊藤 哲雄 伊藤 哲雄
薄井 照人 薄井 照人
小山 宏幸 小野瀬 由一（＊1）

相楽 行孝 相楽 行孝
鈴木 竹仁 鈴木 竹仁
田中 幹夫 田中 幹夫
藤中 秀樹 藤中 秀樹
眞鍋 一 眞鍋 一
丸山 定夫 丸山 定夫
美留町 利朗 美留町 利朗
計　　　　11 11

（＊1）令和2年7月17日就任
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◎ 審査会会長　○ 審査会副会長

第1期　1991-1993
平成3年4月1日～平成5年3月31日

第2期　1993-1995
平成5年4月1日～平成7年3月31日

第3期　1995-1997
平成7年4月1日～平成9年3月31日

第4期　1997-1999
平成9年4月1日～平成11年3月31日

第5期　1999-2001
平成11年4月1日～平成13年3月31日

第6期　2001-2003
平成13年4月1日～平成15年3月31日

◎有和 寛之 ◎髙橋 貞夫 ◎内藤 博次 ◎内藤 博次 ◎関口 一夫 ◎関口 一夫
○岩﨑 一雄 ○井上 敏 ○岩﨑 一雄 ◯近田 雄一 ○近田 雄一 ○稲垣 浩司
○高橋 貞夫 ○大山 哲 ○大谷 潔 ○橋本 正弘 ○成瀬 毅 ○成瀬 毅
　飯塚 眞督 　有和 寛之 　飯塚 眞督 　岩﨑一雄 　浅井 剛 　浅井 剛
　塩原 修蔵 　飯塚 眞督 　石井 孝宜 　梅畑 雅信 　安部 勝一 　安部 勝一
　柴山 喬一 　石田 信之 　鯨井 基司 　小川 晃 　稲垣 浩司 　碓井 常祐
　長島 一道 　岩﨑 一雄 　高橋 貞夫 　鯨井 基司 　碓井 常祐 　栗原 誠
　三澤 壮義 　大谷 潔 　東條 隆英 　関口 一夫 　小川 晃 　寺越 槇一
　三田村 清幸 　塩原 修蔵 　橋本 正弘 　東條 隆英 　橋本 正弘 　東間 清吾

　長島 一道 　百石 高昭 　百石 高昭 　百石 高昭 　馬場 俊斉
計　　　　 9 10 10 10 10 10

第7期 -1　2003-2004
平成15年4月1日～平成16年3月31日

第7期 -2　2004-2005
平成16年4月1日～平成17年3月31日

第8期　2005-2007
平成17年4月1日～平成19年3月31日

第9期　2007-2009
平成19年4月1日～平成21年3月31日

第10期　2009-2011
平成21年4月1日～平成23年3月31日

◎関口 一夫 　栗原 誠 ◎伊藤 雅治 ◎伊藤 雅治 ◎伊藤 雅治 ◎伊藤 雅治

○稲垣 浩司 　寺越 槇一 　遠藤 直哉
　（顧問弁護士）

　遠藤 直哉
　（顧問弁護士）

　遠藤 直哉
　（顧問弁護士）

　遠藤 直哉
　（顧問弁護士）

○成瀬 毅 　東間 清吾 　川原 邦彦 
　（副会長）

　川原 邦彦
　（副会長）

　関 隆夫
　（副会長）

　長澤 泰
　（副会長）

　浅井 剛 　馬場 俊斉 　関 隆夫
　（副会長）

　関 隆夫
　（副会長）

　木村 光雄
　（副会長）

　木村 光雄
　（副会長）

　安部 勝一 　遠藤 直哉
　（顧問弁護士）

　岸田 晴樹
　（会員資格審査委員会担当常務理事）

　伊藤 一章
　（会員資格審査委員会担当常務理事）

　伊藤 一章
　（会員資格審査委員会担当常務理事）

　松田 絋一郎
　（会員資格審査委員会担当常務理事）

　碓井 常祐

計　　　　  11 5 5 5 5

綱紀監察審査会 歴代委員

第11期　2011-2012
平成23年4月1日～平成24年3月31日

第12期　2012-2014
平成24年4月1日～平成26年3月31日

第13期　2015-2016
平成26年4月1日～平成28年6月30日

第14期　2016-2018
平成28年7月1日～平成30年6月30日

第15期　2018-2019
平成30年7月1日～令和元年7月25日

◎伊藤 雅治 ◎伊藤 雅治 ◎伊藤 雅治 ◎伊藤 雅治 ◎伊藤 雅治

　遠藤 直哉
　（顧問弁護士）

　遠藤 直哉
　（顧問弁護士）

　佐藤 香織
　（顧問弁護士）

　佐藤 香織
　（顧問弁護士）

　佐藤 香織
　（顧問弁護士）

　常山 正雄
　（副会長）

　常山 正雄
　（副会長）

　向江 健治
　（副会長）

　梶原 優
　（副会長）

　櫻井 俊男
　（副会長）

　向江 健治
　（副会長）

　向江 健治
　（副会長）

　杉田 圭三
　（副会長）

　永山 正人
　（副会長）

　根本 清規
　（副会長）

　石渡 宏道
　（会員資格審査委員会委員長）

　伊藤 一章
　（総務委員会委員長）

　伊藤 哲雄 → 石田 信之（＊1） 
　（総務委員会委員長）

　高橋 洋子
　（総務委員会委員長）

　飛田 勝弘
　（総務委員会委員長）

5 5 5 5 5

（＊1）平成27年4月1日就任

第16期　2019-2020
令和元年7月26日～令和2年6月30日

第17期　2020-
令和2年7月1日～

◎伊藤 一章 ◎伊藤 一章

　佐藤 仁良
　（顧問弁護士）

　佐藤 仁良
　（顧問弁護士）

　櫻井 俊男
　（副会長）

　佐久間 賢一
　（副会長）

　根本 清規
　（副会長）

　櫻井 俊男
　（副会長）

　飛田 勝弘
　（総務委員会委員長）

　梅田 昭彦
　（総務委員会委員長）

5 5

※副会長および総務委員会委員長の任期は役員任期に伴う。
※綱紀監察審査会委員は、利益相反等管理委員会委員も兼務する。
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令和 3年 3月 1 日現在

歴代支部長
平成4年4月1日～平成5年3月31日

1992-1993
平成5年4月1日～平成7年3月31日

1993-1995
平成7年4月1日～平成9年3月31日

1995-1997
平成9年4月1日～平成11年3月31日

1997-1999
平成11年4月1日～平成13年3月31日

1999-2001
平成13年4月1日～平成15年3月31日

2001-2003

北海道 岸田 晴樹 岸田 晴樹 岸田 晴樹 岸田 晴樹 岸田 晴樹 岸田 晴樹
青 森 古玉 晨二 古玉 晨二 古玉 晨二 古玉 晨二 近田 雄一 近田 雄一
岩 手 秋山 信勝 秋山 信勝 秋山 信勝 秋山 信勝 秋山 信勝 秋山 信勝
宮 城 上杉 廣記 上杉 廣記 上杉 廣記 上杉 廣記 上杉 廣記 上杉 廣記
秋 田 杉山 隆 杉山 隆 杉山 隆 杉山 隆 杉山 隆 杉山 隆
山 形 伊藤 利也 伊藤 利也 伊藤 利也 伊藤 利也 伊藤 利也 加藤 正人
福 島 青木 守郎 青木 守郎 青木 守郎 青木 守郎 青木 守郎 青木 守郎
茨 城 根本 光明 根本 光明 後藤 進 後藤 進 後藤 進 鯨井 基司
栃 木 浅沼 邦夫 浅沼 邦夫 峯岸 昭 峯岸 昭 峯岸 昭 峯岸 昭
群 馬 青木 二士夫 青木 二士夫 青木 二士夫 高橋 悠海子 高橋 悠海子 高橋 悠海子
埼 玉 塩原 修蔵 塩原 修蔵 塩原 修蔵 塩原 修蔵 塩原 修蔵 塩原 修蔵
千 葉 児島 敏和 児島 敏和 児島 敏和 児島 敏和 待山 克典 待山 克典
東 京 小泉 久夫 小泉 久夫 内川 清雄 内川 清雄 田村 都彦 星野 雄一
神奈川 関谷 義久 関谷 義久 関谷 義久 関谷 義久 関谷 義久 関谷 義久
新 潟 梅田 和良 梅田 和良 梅田 和良 梅田 和良 梅田 和良 梅田 和良
山 梨 中山 武 中山 武 中山 武 中山 武 中山 武 中山 武
長 野 海野 章 海野 章 海野 章 浜 今朝男 浜 今朝男 浜 今朝男
富 山 押田 邦夫 押田 邦夫 押田 邦夫 押田 邦夫 鷲山 浩一 鷲山 浩一
石 川 本所 正人 本所 正人 後出 博敏 後出 博敏 後出 博敏 後出 博敏
福 井 小酒井 彬恵 小酒井 彬恵 小酒井 彬恵 小酒井 彬恵 小酒井 彬恵 小酒井 彬恵 → 橋本 勉
岐 阜 戸田 一彦 戸田 一彦 戸田 一彦 戸田 一彦 戸田 一彦 戸田 一彦
静 岡 野中 郁男 野中 郁男 野中 郁男 野中 郁男 野中 郁男 野中 郁男
愛 知 佐藤 澄男 佐藤 澄男 佐藤 澄男 佐藤 澄男 佐藤 澄男 佐藤 澄男
三 重 笹谷 俊道 笹谷 俊道 笹谷 俊道 笹谷 俊道 笹谷 俊道 笹谷 俊道
滋 賀 浅井 剛 浅井 剛 杉田 徳行 浅井 剛 浅井 剛 浅井 剛
京 都 廣瀬 伸彦 廣瀬 伸彦 廣瀬 伸彦 田中 裕司 海来 美鶴 海来 美鶴
大 阪 比佐 禎彦 → 菱村 和彦 菱村 和彦 菱村 和彦 菱村 和彦 菱村 和彦 菱村 和彦
兵 庫 吉田 壽 吉田 壽 吉田 壽 吉田 壽 吉田 壽 吉田 壽
奈 良 土居 三良右衛門 土居 三良右衛門 土居 三良右衛門 土居 三良右衛門 土居 三良右衛門 野口 泰弘
和歌山 西岡 義高 西岡 義高 西岡 義高 西岡 義高 西岡 義高 西岡 義高
鳥 取 有和 寛之 有和 寛之 山根 幹男 山根 幹男 山根 幹男 → 山田 悌次 山田 悌次
島 根 池田 賢三 池田 賢三 池田 賢三 吾郷 紘一 吾郷 紘一 吾郷 紘一
岡 山 松本 清 松本 清 松本 清 松本 清 松本 清 松本 清
広 島 篠原 喜八郎 篠原 喜八郎 齋藤 喬之 齋藤 喬之 長谷川 一彦 長谷川 一彦
山 口 北坂 正義 北坂 正義 北坂 正義 小倉 國雄 田村 滋規 田村 滋規
徳 島 藤井 和治 藤井 和治 藤井 和治 藤井 和治 藤井 和治 藤井 和治
香 川 高嶋 博 高嶋 博 高嶋 博 中村 秀明 中村 秀明 中村 秀明
愛 媛 和田 育三 和田 育三 和田 育三 石崎 恵信 石崎 恵信 大西 聰一
高 知 吉田 平八郎 吉田 平八郎 吉田 平八郎 吉田 平八郎 吉田 平八郎 吉田 平八郎
福 岡 野下 邦夫 野下 邦夫 野下 邦夫 野下 邦夫 向江 健治 向江 健治
佐 賀 中川 節子 中川 節子 中川 節子 中川 節子 中川 節子 中川 節子
長 崎 石井 計行 石井 計行 石井 計行 石井 計行 平山 寿則 平山 寿則
熊 本 碓井 常祐 碓井 常祐 碓井 常祐 碓井 常祐 碓井 常祐 碓井 常祐
大 分 林 早苗 林 早苗 林 早苗 廣瀬 正士 廣瀬 正士 谷口 隆康
宮 崎 山崎 士朗 山崎 士朗 櫻井 俊男 櫻井 俊男 櫻井 俊男 櫻井 俊男
鹿児島 山之内 素明 吉田 好治 吉田 好治 吉田 好治 吉田 好治 久留須 浩一
沖 縄 糸数 哲夫 小林 鈴男 → 山内 竧 山内 竧 山内 竧 山内 竧 糸数 哲夫
計 47 47 47 47 47 47
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令和 3年 3月 1 日現在

（歴代支部長のつづき）

平成15年4月1日～平成16年3月31日
2003-2004

平成16年4月1日～平成17年3月31日
2004-2005

平成17年4月1日～平成19年3月31日
2005-2007

平成19年4月1日～平成21年3月31日
2007-2009

平成21年4月1日～平成23年3月31日
2009-2011

平成23年4月1日～平成24年6月29日
2011-2012

北海道 岸田 晴樹 岸田 晴樹 岸田 晴樹 永山 正人 永山 正人 永山 正人
青 森 近田 雄一 近田 雄一 近田 雄一 近田 雄一 近田 雄一 近田 雄一
岩 手 秋山 信勝 秋山 信勝 藤沼 浩 藤沼 浩 吉田 武美 吉田 武美
宮 城 上杉 廣記 今野 三雄 今野 三雄 今野 三雄 今野 三雄 上杉 廣美
秋 田 杉山 隆 杉山 隆 杉山 隆 杉山 隆 杉山 隆 高橋 洋子
山 形 加藤 正人 → 結城 春一 結城 春一 茂木 達男 茂木 達男 我妻 仁 我妻 仁
福 島 青木 守郎 青木 守郎 佐藤 吉弘 松浦 敏幸 松浦 敏幸 松浦 敏幸
茨 城 鯨井 基司 小野瀬 益夫 小野瀬 益夫 小野瀬 益夫 小野瀬 益夫 小野瀬 益夫
栃 木 峯岸 昭 岩田 修一 岩田 修一 岩田 修一 岩田 修一 山﨑 好一
群 馬 高橋 悠海子 高橋 悠海子 佐藤 正雄 佐藤 正雄 佐藤 正雄 藍原 雅一
埼 玉 塩原 修蔵 塩原 修蔵 塩原 修蔵 塩原 修蔵 塩原 修蔵 杉田 圭三
千 葉 待山 克典 根本 清規 根本 清規 根本 清規 根本 清規 河内 博夫 → 根本 清規（＊2）

東 京 星野 雄一 星野 雄一 星野 雄一 常山 正雄 常山 正雄 常山 正雄
神奈川 関谷 義久 石渡 宏道 石渡 宏道 石渡 宏道 石渡 宏道 木村 亨
新 潟 梅田 和良 梅田 和良 梅田 和良 相田 哲 相田 哲 池田 隆
山 梨 遠藤 好保 遠藤 好保 遠藤 好保 遠藤 好保 今村 祐司 今村 祐司
長 野 浜 今朝男 甕 喜夫 甕 喜夫 鈴木 秀一 鈴木 秀一 小山 宏幸
富 山 鷲山 浩一 鷲山 浩一 石塚 晴男 田中 英雄 田中 英雄 田中 英雄
石 川 後出 博敏

後出 博敏（＊1） 後出 博敏（＊1） 木村 光雄（＊1） 木村 光雄（＊1） 畠 善昭（＊1）
福 井 橋本 勉
岐 阜 高井 直樹 高井 直樹 高井 直樹 松井 正勝 松井 正勝 松井 正勝
静 岡 八木 健弌 八木 健弌 岩﨑 一雄 岩﨑 一雄 岩﨑 一雄 野中 康弘
愛 知 佐藤 澄男 佐藤 澄男 奥村 尚弘 奥村 尚弘 奥村 尚弘 六谷 秀生
三 重 笹谷 俊道 笹谷 俊道 笹谷 俊道 笹谷 俊道 笹谷 俊道 久松 玲子
滋 賀 浅井 剛 澤田 覚 澤田 覚 澤田 覚 木村 保弘 木村 保弘
京 都 海来 美鶴 海来 美鶴 海来 美鶴 田中 一実 田中 一実 田中 一実
大 阪 菱村 和彦 藤澤 功明 藤澤 功明 藤澤 功明 藤澤 功明 井上 陽介
兵 庫 吉田 壽 吉田 壽 吉田 壽 → 椎山 松記 椎山 松記 椎山 松記 田中 英雄
奈 良 野口 泰弘 野口 泰弘 野口 泰弘 五十嵐 誠二 五十嵐 誠二 渡邊 忍
和歌山 西岡 義高 西岡 義高 西岡 義高 内藤 博次 内藤 博次 内藤博次
鳥 取 山田 悌次 山田 悌次 山田 悌次 山田 悌次 米川 収 米川 収
島 根 吾郷 紘一 吾郷 紘一 池田 明 永瀬 公男 永瀬 公男 尾添 憲男
岡 山 松本 清 秋山 伸 日笠 肇 生駒 和敬 → 須田 秀之（＊2） 須田 秀之 須田 秀之
広 島 長谷川 一彦 荒瀬 秀俊 荒瀬 秀俊 元木 英明 元木 英明 藤鬼 洋次
山 口 田村 滋規 和田 弘光 和田 弘光 和田 弘光 和田 弘光 和田弘光
徳 島 藤井 和治 藤井 和治 藤井 和治 藤井 和治 岸 宏次 藤井 和治
香 川 中村 秀明 中村 秀明 中村 秀明 中村 秀明 中村 秀明 岩村 浩二
愛 媛 大西 聰一 下田 弘志 下田 弘志 下田 弘志 一色 美敏 一色 美敏
高 知 吉田 平八郎 吉田 平八郎 吉田 平八郎 鍵山 堅一 鍵山 堅一 鍵山 堅一
福 岡 向江 健治 向江 健治 向江 健治 向江 健治 向江 健治 向江 健治
佐 賀 中川 節子 中川 節子 中川 節子 中川 節子 中川 節子 諸井 政司
長 崎 平山 寿則 有浦 勲 有浦 勲 有浦 勲 石井 計行 石井 計行
熊 本 碓井 常祐 碓井 常祐 川地 伊佐男 川地 伊佐男 川地 伊佐男 宮川 啓二
大 分 谷口 隆康 谷口 隆康 谷口 隆康 河野 光雄 立花 賢治 立花 賢治
宮 崎 櫻井 俊男 櫻井 俊男 櫻井 俊男 櫻井 俊男 櫻井 俊男 中井 太郎
鹿児島 久留須 浩一 久留須 浩一 久留須 浩一 重久 善一 重久 善一 重久 善一
沖 縄 糸数 哲夫 喜瀬 喜孝 喜瀬 喜孝 喜瀬 喜孝 → 石川 久（＊3） 石川 久 石川 久
計 47 46 46 46 46 46

（＊1）石川・福井連合支部 （＊1）石川・福井連合支部 （＊1）石川・福井連合支部
（＊2） 平成19年10月就任
（＊3） 平成19年9月就任

（＊1）石川・福井連合支部 （＊1）石川・福井連合支部
（＊2）平成24年4月1日就任
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令和 3年 3月 1 日現在

（歴代支部長のつづき）

平成24年6月29日～平成26年6月19日
2012-2014

平成26年6月19日～平成28年6月24日
2014-2016

平成28年6月24日～平成30年6月21日
2016-2018

平成30年6月21日～令和2年6月29日
2018-2020

令和2年6月29日～令和4年6月定時総会
2020-2022

北海道 永山 正人 赤井 摂 赤井 摂 谷 幹夫 谷 幹夫
青 森 近田 雄一 大久保 徹 大久保 徹 大久保 徹 中村 広幸
岩 手 吉田 武美 吉田 武美 多田 勇紀 多田 勇紀 佐藤 洋平
宮 城 上杉 廣美 上杉 廣美 竹内 与志夫 竹内 与志夫 竹内 与志夫
秋 田 高橋 洋子 高橋 洋子 高橋 洋子 高橋 洋子 高橋 洋子
山 形 我妻 仁 天口 信裕 天口 信裕 天口 信裕 土田 一成
福 島 松浦 敏幸 菅原 治 菅原 治 澁谷 辰吉 吉田 和美
茨 城 小野瀬 益夫 小野瀬 益夫 小野瀬 益夫 小野瀬 益夫 秋元 譲
栃 木 山﨑 好一 荻原 英美 田島 隆雄 田村 康夫 田村 康夫
群 馬 藍原 雅一 藍原 雅一 西山 信之 西山 信之 西山 信之
埼 玉 杉田 圭三 杉田 圭三 清水 正路 清水 正路 清水 正路
千 葉 根本 清規 根本 清規 根本 清規 古澤 久志 古澤 久志
東 京 常山 正雄 常山 正雄 常山 正雄 眞鍋 一 眞鍋 一
神奈川 木村 亨 木村 亨 木村 亨 山田 修 山田 修
新 潟 池田 隆 池田 隆 杉本 俊夫 杉本 俊夫 杉本 俊夫
山 梨 今村 祐司 今村 祐司 若尾 和成 若尾 和成 一瀬 康弘
長 野 小山 宏幸 小山 宏幸 田中 幹夫 田中 幹夫 田中 幹夫
富 山 田中 英雄 → 森田 幸弘（＊1） 森田 幸弘 森田 幸弘 森田 幸弘 丹羽 誠
石 川 畠 善昭 畠 善昭 畠 善昭 木村 岳二 木村 岳二
福 井 杉原 博司（＊2） 杉原 博司 杉原 博司 杉原 博司 寺尾 明泰
岐 阜 中田 耕司 中田 耕司 中田 耕司 中田 耕司 中田 耕司
静 岡 野中 康弘 野中 康弘 野中 康弘 野中 康弘 加藤 宏史
愛 知 六谷 秀生 六谷 秀生 六谷 秀生 木村 則広 木村 則広
三 重 久松 玲子 久松 玲子 久松 玲子 唯見 直矢 唯見 直矢
滋 賀 佐々木 恒行 佐々木 恒行 佐々木 恒行 吉本 賢一 吉本 賢一
京 都 田中 一実 田中 一実 船本 智睦 船本 智睦 船本 智睦
大 阪 井上 陽介 井上 陽介 井上 陽介 小畑 隆成（＊1） 小畑 隆成（＊1）

兵 庫 田中 英雄 → 吉田 隆志（＊3） 吉田 隆志 吉田 隆志 吉田 隆志 吉田 隆志
奈 良 渡邊 忍 板谷 一郎 板谷 一郎 板谷 一郎 平井 政規
和歌山 野志 幸雄 野志 幸雄 上 二郎 上 二郎 → 小畑 隆成（＊1） 小畑 隆成（＊1）

鳥 取 米川 収 米川 収 播間 匡広 播間 匡広 播間 匡広
島 根 尾添 憲男 尾添 憲男 杉原 有 杉原 有 杉原 有
岡 山 須田 秀之 須田 秀之 須田 秀之 黒田 善宏 黒田 善宏
広 島 藤鬼 洋次 藤鬼 洋次 小山 正治 小山 正治 三原 一訓
山 口 和田 弘光 和田 弘光 和田 弘光 和田 弘光 和田 弘光
徳 島 藤井 和治 藤井 和治 藤井 幹雄 藤井 幹雄 藤井 幹雄
香 川 中村 秀明 中村 秀明 中村 秀明 中村 秀明 政木 和夫
愛 媛 一色 美敏 一色 美敏 一色 美敏 吉良 明宏 吉良 明宏
高 知 鍵山 堅一 鍵山 堅一 梅田 昭彦 梅田 昭彦 梅田 昭彦
福 岡 向江 健治 向江 健治 佐々木 直隆 佐々木 直隆 園田 直則
佐 賀 諸井 政司 諸井 政司 諸井 政司 大塚 政義 大塚 政義
長 崎 石井 計行 石井 計行 井手 雅康 井手 雅康 石井 計行
熊 本 宮川 啓二 宮川 啓二 宮川 啓二 浦上 誠 浦上 誠
大 分 立花 賢治 立花 賢治 立花 賢治 林 浩治 林 浩治
宮 崎 中井 太郎 中井 太郎 櫻井 俊男 河野 展久 櫻井 裕子
鹿児島 重久 善一 重久 善一 重久 善一 重久 善一 重久 善一
沖 縄 石川 久 石川 久 石川 久 石川 久 石川 久
計 47 47 47 47 46

（＊1）平成25年6月14日就任
（＊2） 平成25年4月1日連合

支部解消
（＊3）平成24年9月6日就任

（＊1） 大阪・和歌山連合支部
令和元年8月1日～

（＊1） 大阪・和歌山連合支部


