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代表 宮島喜文

副代表 直井芳文 運天政五郎

常任執行委員 津田聡一郎 斎藤和榮 齋藤幸弘

中井規隆 岡本由美 佐野和三 深澤恵治

常任執行委員（兼会計） 下田勝二 佐藤元恭

監事 日野浦雄之 小浜信夫

顧問 鈴木悦 小沼利光

本部長 宮島喜文 本部顧問 鈴木悦

本部長代理 直井芳文 運天政五郎 相談役 佐藤乙一 下杉彰男 早田繁雄 岩田進

本部員 下田勝二 津田聡一郎 佐野和三 深澤恵治

副本部長 齋藤　和榮 齊藤　幸弘 中井　規隆 岡本　由美 佐藤 元恭

ブロック長 齋藤　和榮 ブロック長 直井　芳文 ブロック長 齊藤　幸弘 ブロック長 中井　規隆 ブロック長 運天　政五郎 ブロック長 岡本　由美 ブロック長 佐藤 元恭

顧問 伊藤　茂雄 顧問 小島　行雄 顧問 才藤　純一 顧問 浅井　正樹 顧問 富永　博夫 顧問 村瀬　光春 九州支部顧問 今村　文章　

【北海道】 【群馬県】 【東京都】 【愛知県】 【福井県】 顧問 谷口　薫 長迫　哲郎

総括責任者 及川　雅寛 総括責任者 深澤　恵治 総括責任者 宮﨑 直子 総括責任者 椙山　広美 総括責任者 加藤　幸久 【岡山県】 【福岡県】

副責任者 橘内　健一 副責任者 林　　和樹 副責任者 井上聡子 副責任者 森田　秀夫 副責任者 総括責任者 山田　啓輔 総括責任者 眞名子　順一

会員施設責任者 小野　誠司 会員施設責任者 萩原　　勉 地区ブロック責任者 三橋太 会員施設責任者 長谷川　勝俊 会員施設責任者 副責任者 黒川　幸徳 副責任者 友松　哲夫

関係団体責任者 田上　　稔 関係団体責任者 細見　陽子 地区ブロック責任者 多田光男 関係団体責任者 山崎　良兼 関係団体責任者 会員施設責任者 藤岡　克徳 副責任者 梶村　克成

賛助会員責任者 畑中　宗博 賛助会員責任者 井田　伸一 地区ブロック責任者 杉岡陽介 賛助会員責任者 岸　孝彦 賛助会員責任者 関係団体責任者 植本美佐夫　 各地区ブロック責任者 山邊　浩人

【青森県】 【栃木県】 地区ブロック責任者 小山正晴 【岐阜県】 【滋賀県】 賛助会員責任者 高津　昌吾 各地区ブロック責任者 中村　辰己

総括責任者 一戸　茂人 総括責任者 羽角  安夫 会員施設責任者 総括責任者 北村　顕 総括責任者 竹島　通 【広島県】 各地区ブロック責任者 藤井　健治

副責任者 一戸　茂人 副責任者 手塚  浩一 関係団体責任者 鈴木卓也 副責任者 西山　紀郎 副責任者 総括責任者 水野　誠士 各地区ブロック責任者 福嶌　泰英

会員施設責任者 一戸　茂人 会員施設責任者 八木澤　壽 賛助会員責任者 工藤岳秀 会員施設責任者 上記2名が兼務 会員施設責任者 副責任者 浅野　清司 会員施設責任者

関係団体責任者 一戸　茂人 関係団体責任者 大和　健児 【千葉県】 関係団体責任者 上記2名が兼務 関係団体責任者 会員施設責任者 笹谷　真奈美 関係団体責任者 徳見　和則

賛助会員責任者 一戸　茂人 賛助会員責任者 沼尻  勝彦 総括責任者 高橋　金雄 賛助会員責任者 上記2名が兼務 賛助会員責任者 関係団体責任者 新川　俊也 賛助会員責任者 笠　和彦

【岩手県】 【埼玉県】 副責任者 堀田　富康 【三重県】 【京都府】 賛助会員責任者 岩増　良雄 【佐賀県】

総括責任者 安保　淳一 総括責任者 前原　光江 副責任者 大野　光江 総括責任者 森井茂夫 総括責任者 田畑　勝好 【山口県】 総括責任者 百田 浩志

副責任者 行森　良一 副責任者 津田聡一郎 千葉地区ブロック責任者 小川　優 副責任者 米田　操 副責任者 総括責任者 川元　博之 副責任者 三根 光浩

会員施設責任者 柳本　実 会員施設責任者 小関　紀之 南総地区ブロック責任者 喜納　勝成 会員施設責任者 小林　圭二 会員施設責任者 副責任者 副責任者 山田 隆司

関係団体責任者 畠山　秀樹 関係団体責任者 山口　純也 銚子地区ブロック責任者 町田　幸雄 関係団体責任者 山本　幸治 関係団体責任者 会員施設責任者 県南地区 北川 三男

賛助会員責任者 金田一　徹 賛助会員責任者 野瀬　和彦 関係団体責任者 賛助会員責任者 上森　昭 賛助会員責任者 関係団体責任者 県西地区ブロック責任者　北川 三男

【秋田県】 【山梨県】 賛助会員責任者 中村　和昭 【静岡県】 【大阪府】 賛助会員責任者 県北地区ブロック責任者　田中 孝明

総括責任者 藤田秀文 総括責任者 清水　正彦 賛助会員責任者 下条　小百合 総括責任者 山口　浩司　 総括責任者 竹浦　久司 【島根県】 離島地区ブロック責任者　小松 美紀

副責任者 遠藤正志 副責任者 三浦　義成　 賛助会員責任者 原　俊朗 副責任者 伊藤　喜章 副責任者 総括責任者 北尾　政光 会員施設責任者

会員施設責任者 県北：奈良悦子 会員施設責任者 上原　久美 賛助会員責任者 吹越　恭一 会員施設責任者 山口　浩司　 会員施設責任者 吉本　勝美 副責任者 関係団体責任者

中央：横山一二美 関係団体責任者 海野　勇蔵 【神奈川県】 関係団体責任者 山口　浩司　 関係団体責任者 荒木　年夫 会員施設責任者 賛助会員責任者

由利：菊地孝哉 賛助会員責任者 清水　由美 総括責任者 横山　一紀 賛助会員責任者 勝又　俊郎　 賛助会員責任者 関係団体責任者 【長崎県】

県南：武石茂美 【長野県】 副責任者 小浜　信夫 【富山県】 【兵庫県】 賛助会員責任者 総括責任者 丸田 秀夫

関係団体責任者 佐藤尚之 総括責任者 村山  範行 地区ブロック責任者 丸山　智信 総括責任者 成瀬　智 総括責任者 金　基潤 【鳥取県】 副責任者 今里 和義

賛助会員責任者 久保田政昭 副責任者 臼井  明美 会員施設責任者 副責任者 大森優美子 副責任者 総括責任者 西川　清二 副責任者 溝口 一彦　

【宮城県】 会員施設責任者 山田  美智治 関係団体責任者 河野　一郎 会員施設責任者 成瀬　智 会員施設責任者 副責任者 植嶋　輝久 南地区ブロック責任者 花田　和秀

総括責任者 佐藤　誠 関係団体責任者 宮川  恭一 賛助会員責任者 津田　友二 関係団体責任者 成瀬　智 関係団体責任者 会員施設責任者 藤井　和晃 中地区ブロック責任者　 望月　哲朗

副責任者 狩野　勝 賛助会員責任者 中山  朋秋 賛助会員責任者 大森優美子 賛助会員責任者 関係団体責任者 植嶋　輝久 北地区ブロック責任者　 蒲地　貴嗣

会員施設責任者 狩野　勝 【茨城県】 【石川県】 【奈良県】 賛助会員責任者 木下敬一郎 離島地区ブロック責任者　川口　亮

関係団体責任者 佐藤　由則 総括責任者 門馬　敏郎 総括責任者 油野　友二 総括責任者 林田　雅彦 【香川県】 会員施設責任者

賛助会員責任者 阿部　美彌子 副責任者 池澤　剛 副責任者 山口　俊男 副責任者 総括責任者 野村　努 関係団体責任者

【山形県】 会員施設責任者 根本　誠一 会員施設責任者 山根　邦夫　 会員施設責任者 副責任者 唐木　孝雄 賛助会員責任者 高崎　唯博

総括責任者 安孫子剛宏 関係団体責任者 川﨑  智章 関係団体責任者 田中　佳 関係団体責任者 会員施設責任者 小林　万代 【熊本県】

副責任者 阿部　等身 賛助会員責任者 田中  剛志 賛助会員責任者 高木　俊宏 賛助会員責任者 関係団体責任者 池田　繁信 総括責任者 瀧口　巌

会員施設責任者 【和歌山県】 賛助会員責任者 高橋　宗孝 副責任者 原田　精一

関係団体責任者 総括責任者 脇村　小津江 【徳島県】 副責任者 増永　純夫

賛助会員責任者 副責任者 総括責任者 高松　典通 地区ブロック責任者 山本　典夫

【福島県】 会員施設責任者 副責任者 藤川　恵子 地区ブロック責任者　 中潟　順子

総括責任者 山口順市 関係団体責任者 会員施設責任者 山本　良 会員施設責任者

副責任者 山寺幸雄 賛助会員責任者 関係団体責任者 南　貴普 関係団体責任者 上原　正信

会員施設責任者 斎藤市弘 賛助会員責任者 岸美佐子 賛助会員責任者

関係団体責任者 柴田昭浩 【高知県】 【大分県】

賛助会員責任者 渡辺　伸 総括責任者 小倉　克巳 総括責任者 佐藤　元恭　

【新潟県】 副責任者 山地　好市 副責任者 疋田　直

総括責任者 渡邊　博昭 会員施設責任者 森田　珠恵 副責任者 山下　広光

副責任者 吉原　正弘 関係団体責任者 山本　珠美 県北地区責任者 熊埜御堂　章

会員施設責任者 近藤　善仁 賛助会員責任者 大宮　雅人 別杵責任者 伊藤　勇次

関係団体責任者 齋藤　功英 【愛媛県】 大分責任者 佐藤　啓司

賛助会員責任者 小柳　博明 総括責任者 赤尾　智広 県西責任者 荒川　昌一郎

副責任者 河口　善治 県南地区責任者 安藤　麻由美

会員施設責任者 檜垣里江子 会員施設責任者

関係団体責任者 栗下　英雄 関係団体責任者 佐藤　久恒

賛助会員責任者 高野　英樹 賛助会員責任者 都　宴冶

【宮崎県】

総括責任者 日髙　忠良　

副責任者 松尾  康子

副責任者 中村  育代

延岡地区ブロック責任者石田  房子

都城地区ブロック責任者丸目  健二　

宮崎地区ブロック責任者福田　沙耶香　

会員施設責任者

関係団体責任者 佐保　秀俊　

賛助会員責任者

【鹿児島県】

総括責任者 馬渡　裕康

副責任者 有村　義輝

副責任者 西方　勇二

地区ブロック責任者 小野　美智男

会員施設責任者

関係団体責任者 窪田　隆子

伊豆丸　一徳

賛助会員責任者

【沖縄県】

総括責任者 宮城　景正

副責任者 松川　正男

副責任者 手登根　稔

地区ブロック責任者 山城　篤

会員施設責任者

関係団体責任者

賛助会員責任者 瀬戸　司

中四国支部 九州支部

参議院選挙対策本部

北日本ブロック 関甲信ブロック 首都圏ブロック 近畿ブロック中部圏ブロック


