
（令和４年5月現在）

代 議員名 就任年月 代 議員名 就任年月

1 西川　　甫 明治12年3月 1 岡本　条太郎 明治12年3月

2 金沢　仁兵衛 明治14年1月

2 西川　　甫 明治14年3月 3 恒岡　直史 明治14年3月

3 恒岡　直史 明治15年9月 4 大三輪　長兵衛 明治15年9月

4 恒岡　直史 明治17年6月 5 大三輪　長兵衛 明治17年6月

5 恒岡　直史 明治19年3月 6 大三輪　長兵衛 明治19年3月

6 大三輪　長兵衛 明治20年11月 7 亀岡　德太郎 明治20年11月

8 東尾　兵太郎 明治20年12月

9 山下　重威 明治22年2月

7 東尾　平太郎 明治22年3月

8 大三輪　長兵衛 明治23年10月

9 大三輪　長兵衛 明治24年4月 10 北田　豊三郎 明治24年4月

10 北田　豊三郎 明治25年3月 11 前川　槙造 明治25年3月

11 北田　豊三郎 明治26年3月 12 前川　槙造 明治26年3月

13 門田　利助 明治27年3月

12 北田　豊三郎 明治28年3月 14 門田　利助 明治28年3月

15 中井　一馬 明治28年11月

13 砂川　雄峻 明治30年5月 16 三宅　幸四郎 明治30年5月

17 森　　秀次 明治32年6月

14 山下　重威 明治32年10月

18 柴谷　武次郎 明治36年5月

15 三谷　軌秀 明治36年10月 19 横山　　新 明治36年10月

16 乾　　亀松 明治40年10月 20 香川　季三郎 明治40年10月

21 樋口　伊之助 明治41年11月

17 三谷　軌秀 明治42年11月

22 中谷　喜右衛門 明治43年7月

18 中谷　德恭 明治44年10月 23 家村　寛太郎 明治44年10月

19 北田　豊三郎 大正4年10月 24 水埜　与兵衛 大正4年10月

25 上道　菊治 大正5年12月

20 上道　菊治 大正6年6月 26 増田　鉄藏 大正6年6月

21 吉津　　度 大正8年10月 27 石川　　弘 大正8年10月

22 橋本　善右衛門 大正9年3月

23 廣瀬　徳藏 大正11年11月

28 石川　　弘 大正12年9月

24 杉本　又三郎 大正12年10月

25 杉本　又三郎 大正13年11月

26 松本　甚之助 大正14年10月

27 内藤　正剛 大正15年11月

28 松本　甚之助 昭和2年10月

29 土井　　順 昭和2年11月

29 辻阪　信次郎 昭和3年12月

30 薄　　恕一 昭和4年12月

31 薄　　恕一 昭和6年10月 30 土井　松三 昭和6年10月
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32 辻阪　信次郎 昭和7年12月 31 古藤　増治郎 昭和7年12月

32 金野　太三郎 昭和8年12月

33 辻阪　信次郎 昭和10年10月 33 富田　貞男 昭和10年10月

34 薄　　恕一 昭和10年12月

35 磯村　弥右衛門 昭和10年12月

34 岩崎　良三 昭和11年9月

36 磯村　弥右衛門 昭和13年12月 35 南　　治好 昭和13年12月

37 高木　正明 昭和14年10月 36 田中　藤作 昭和14年10月

38 蒲田　利郎 昭和15年12月 37 大川　光三 昭和15年12月

39 蒲田　利郎 昭和17年11月 38 南　　治好 昭和17年11月

40 中田　守雄 昭和19年11月

41 中田　守雄 昭和20年12月 39 白井　重治郎 昭和20年12月

42 高木　正明 昭和21年12月 40 押谷　富三 昭和21年12月

43 広瀬　　勝 昭和22年5月 41 稲葉　房蔵 昭和22年5月

44 浅野　豊行 昭和23年6月

42 種田　鉄馬 昭和24年6月

45 亀井　喜代丸 昭和24年12月

46 高野　　保 昭和25年9月 43 東　二三郎 昭和25年9月

47 高野　　保 昭和26年5月 44 大橋　治房 昭和26年5月

48 西田　俊信 昭和26年10月 45 山本　捨三 昭和26年10月

49 野出　相三 昭和27年12月 46 山本　捨三 昭和27年12月

47 坂本　長作 昭和28年6月

50 梅本　敬一 昭和28年12月

48 油谷　虎松 昭和29年6月

51 梅本　敬一 昭和30年5月 49 八木　清八郎 昭和30年5月

52 辰巳　佐太郎 昭和31年6月 50 居川　喜太郎 昭和31年6月

53 大橋　治房 昭和31年9月

54 西田　俊信 昭和32年6月 51 北野　光太郎 昭和32年6月

55 辰巳　佐太郎 昭和33年6月 52 高橋　重夫 昭和33年6月

56 村主　好啓 昭和34年6月 53 大和田　房治郎 昭和34年6月

54 石伏　義雄 昭和35年8月

57 前田　照真 昭和35年10月

58 原田　年一 昭和36年6月 55 本元　清史 昭和36年6月

59 一色　貞一 昭和37年6月 56 本多　滋二 昭和37年6月

60 前田　治一郎 昭和38年6月 57 粷谷　光三 昭和38年6月

61 中井　信夫 昭和39年6月 58 土師　半六 昭和39年6月

59 北田　騰造 昭和40年6月

62 酒井　朋三 昭和41年6月 60 石伏　義雄 昭和41年6月

63 山本　捨三 昭和42年6月 61 西川　徳男 昭和42年6月

64 西野　米太郎 昭和43年6月 62 山本　敬一 昭和43年6月

65 八木　清八郎 昭和44年6月 63 河原　　正 昭和44年6月

66 北川　石松 昭和45年5月 64 湯浅　松太郎 昭和45年6月

67 橋本　親義 昭和46年5月 65 岩見　豊明 昭和46年5月

68 西川　徳男 昭和47年6月 66 浅田　　貢 昭和47年6月

69 三谷　久男 昭和48年6月 67 住谷　晃太 昭和48年6月
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70 梶浦　一夫 昭和49年6月 68 奥村　　肇 昭和49年6月

71 東　　　武 昭和50年5月 69 小谷　輝二 昭和50年5月

72 佐々木　砂夫 昭和51年6月 70 大久保　幸義 昭和51年6月

73 青木　志郎 昭和52年6月 71 辻村　正春 昭和52年6月

74 京極　俊明 昭和53年6月 72 平田　泰造 昭和53年6月

75 若林　勝市 昭和54年6月 73 吉瀬　昌幸 昭和54年6月

76 田中　義一 昭和55年7月 74 池田　　香 昭和55年7月

77 横倉　喜一郎 昭和56年6月 75 木村　荘三郎 昭和56年6月

78 吉村　鉄雄 昭和57年6月 76 表原　茂雄 昭和57年6月

79 浦浜　恭一 昭和58年6月 77 加賀谷　忠夫 昭和58年6月

80 朝倉　カオル 昭和59年6月 78 宮田　芳英 昭和59年6月

81 坪井　一宇 昭和60年6月 79 影山　繁夫 昭和60年6月

82 芝池　信隆 昭和61年6月 80 石垣　一夫 昭和61年6月

83 西野　　陽 昭和62年6月 81 阪井　鶴和 昭和62年6月

84 松室　　猛 昭和63年6月 82 川村　三郎 昭和63年6月

85 野上　福秀 平成元年6月 83 新家　芳治 平成元年6月

86 酒井　　豊 平成2年6月 84 植野　　一 平成2年6月

87 加藤　法瑛 平成3年6月 85 藤井　昭三 平成3年6月

88 田島　尚治 平成4年6月 86 髙瀬　信右 平成4年6月

89 八木　ひろし 平成5年6月 87 大東　吾一 平成5年6月

90 岡田　　進 平成6年6月 88 東田　　保 平成6年6月

91 北浜　正輝 平成7年5月 89 倉嶋　　勲 平成7年5月

92 松井　良夫 平成8年5月 90 米田　英一 平成8年5月

93 徳永　春好 平成9年5月 91 土師　幸平 平成9年5月

94 橋本　昇治 平成10年5月 92 大友　康亘 平成10年5月

95 杉本　光伸 平成11年5月 93 和泉　幸男 平成11年5月

96 横倉　廉幸 平成12年5月 94 大前　英世 平成12年5月

97 古川　光和 平成13年5月 95 冨田　健治 平成13年5月

98 釜中　与四一 平成14年5月 96 永見　弘武 平成14年5月

99 森山　一正 平成15年5月 97 西浦　　宏 平成15年5月

100 若林　まさお 平成16年5月 98 半田　　實 平成16年5月

101 美坂　房洋 平成17年5月 99 中村　哲之助 平成17年5月

102 北川　法夫 平成18年5月 100 谷口　富男 平成18年5月

103 岩見　星光 平成19年5月 101 西村　晴天 平成19年5月

104 畠　　成章 平成20年5月 102 鈴木　和夫 平成20年5月

105 朝倉　秀実 平成21年5月 103 野田　昌洋 平成21年5月

106 長田　義明 平成22年5月 104 松田　英世 平成22年5月

107 浅田　　均 平成23年5月 105 上の　和明 平成23年5月

106 横倉　廉幸 平成23年9月

107 岩下　　学 平成24年5月

108 杉本　　武 平成25年5月

108 岡沢　健二 平成26年5月 109 永野　孝男 平成26年5月

109 今井　　豊 平成27年5月 110 吉田　利幸 平成27年5月

111 花谷　充愉 平成28年5月

110 大橋　一功 平成29年5月 112 奴井　和幸 平成29年5月
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111 岩木　　均 平成30年5月 113 西野しげる 平成30年5月

112 三田　勝久 令和元年5月 114 西　　惠司 令和元年5月

113 土井　達也 令和２年5月 115 しかた　松男 令和２年5月

114 鈴木　　憲 令和３年5月 116 杉本　太平 令和３年5月

115 森　　和臣 令和４年5月 117 三宅　史明 令和４年5月


