
 

歴 代 市 議 会 議 長 一 覧 
 
代順  議長氏名  就任年月日     退任年月日     備   考 
 

初代 光岡  貞 昭和26年３月１日  昭和26年４月23日  昭和26年３月１日市制施行 

２代 杉浦 定治 昭和26年５月14日  昭和30年４月29日 

３代 稲本 義一 昭和30年５月18日  昭和31年５月17日 

４代 光岡  貞 昭和31年５月17日  昭和32年５月20日 

５代 宇野 長男 昭和32年５月20日  昭和33年５月26日 

６代 成瀬 清男 昭和33年５月26日  昭和34年４月29日 

７代 杉浦 勝男 昭和34年５月13日  昭和35年５月17日 

８代 佐野 義一 昭和35年５月17日  昭和36年５月17日 

９代 宇野 長男 昭和36年５月17日  昭和37年５月17日 

10代 永田喜与志 昭和37年５月17日  昭和38年４月29日 

11代 石川 佐一 昭和38年５月15日  昭和39年５月17日 

12代 杉浦 勝男 昭和39年５月17日  昭和40年５月17日 

13代 稲本 義一 昭和40年５月17日  昭和41年５月17日 

14代 永田喜与志 昭和41年５月17日  昭和42年４月29日 

15代 石川 佐一 昭和42年５月18日  昭和45年５月12日 

16代 秋本正太郎 昭和45年５月12日  昭和46年４月29日 

17代 秋本正太郎 昭和46年５月12日  昭和48年５月10日 

18代 羽根田八束 昭和48年５月10日  昭和49年５月17日 

19代 粂   勇 昭和49年５月17日  昭和50年４月29日 

20代 北川 久 昭和50年５月15日  昭和51年５月17日 

21代 板倉  猛 昭和51年５月17日  昭和52年５月16日 

22代 大岡 久雄 昭和52年５月16日  昭和53年５月17日 

23代 寺田 鎗市 昭和53年５月17日  昭和54年４月29日 

24代 岩月  寿 昭和54年５月15日  昭和55年５月15日 

25代 可知  功 昭和55年５月15日  昭和56年５月15日 

26代 倉知  宝 昭和56年５月15日  昭和57年５月14日 

27代 河合 隆司 昭和57年５月14日  昭和58年４月29日 

28代 岩松 文一 昭和58年５月16日  昭和59年５月14日 

29代 川井 鏡治 昭和59年５月14日  昭和60年５月16日 

30代 吉田 五郎 昭和60年５月16日  昭和61年５月16日 

31代 森  順次 昭和61年５月16日  昭和62年４月29日 

32代 福岡 銑二 昭和62年５月15日  昭和63年５月17日 

  



 

 

代順  議長氏名  就任年月日     退任年月日     備   考 
 

33代 西村 完一 昭和63年５月17日  平成元年５月18日 

34代 鈴木 利夫 平成元年５月18日  平成２年５月17日 

35代 清水 保昌 平成２年５月17日  平成３年４月29日 

36代 田中  務 平成３年５月15日  平成４年５月13日 

37代 太田 三郎 平成４年５月13日  平成５年５月12日 

38代 永野 健三 平成５年５月12日  平成６年５月12日 

39代 篠田 忠信 平成６年５月12日  平成７年４月29日 

40代 都築 明秀 平成７年５月16日  平成８年５月14日 

41代 八木 三郎 平成８年５月14日  平成９年５月14日 

42代 石川 隆之 平成９年５月14日  平成10年５月15日 

43代 神谷 幸男 平成10年５月15日  平成11年４月29日 

44代 中村  平成11年５月19日  平成12年５月17日 

45代 鈴木 伸介 平成12年５月17日  平成13年５月16日 

46代 光岡 保之 平成13年５月16日  平成14年５月16日 

47代 天野 弘治 平成14年５月16日  平成15年４月29日 

48代 太田 之朗 平成15年５月14日  平成16年５月12日 

49代 高木キヨ子 平成16年５月12日  平成17年５月18日 

50代 湯浅 利衛 平成17年５月18日  平成18年５月17日 

51代 水野 慶一 平成18年５月17日  平成19年４月29日 

52代 岩月 幸雄 平成19年５月16日  平成20年５月15日 

53代 中根  大 平成20年５月15日  平成21年５月14日 

54代 八木 哲也 平成21年５月14日  平成22年５月13日 

55代 松井 正衛 平成22年５月13日  平成23年４月29日 

56代 河合 芳弘 平成23年５月18日  平成24年５月17日 

57代 梅村 憲夫 平成24年５月17日  平成25年５月14日 

58代 杉浦 弘髙 平成25年５月14日  平成26年５月14日 

59代 都築 繁雄 平成26年５月14日  平成27年４月29日 

60代 神谷 和利 平成27年５月15日  平成28年５月17日 

61代 近藤 光良 平成28年５月17日  平成29年５月17日 

62代 三江 弘海 平成29年５月17日  平成30年５月16日 

63代 鈴木  章 平成30年５月16日  平成31年４月29日 

64代 杉浦 弘髙 令和元年５月15日  令和２年５月14日 

65代 山田 主成 令和２年５月14日  令和３年５月13日 

66代 太田 博康 令和３年５月13日  令和４年５月11日  
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67代 板垣 清志 令和４年５月11日    現 在 


