
　　　　　　第１７－２表　歴代市議会議長・副議長

議　　　　　　　　　　　　　　　　長 副　　　　　　　 議 　　　　　　　長

代 氏　　　　　　名 就　任　年　月　日 退　任　年　月　日

初 堀　　部　　忠　　雄 昭和２９年　４月　９日 昭和２９年１０月２０日

 　２ 岸　　 　 東  八  郎 昭和２９年１０月２０日 昭和３０年　３月３１日

 　３ 竹　　森　　貞　　一 昭和３０年　４月　８日 昭和３１年　３月３１日

 　４ 渡　辺　  　茂 三 郎 昭和３１年　３月３１日 昭和３２年　３月３０日

 　５ 大　　野　　藤　　一 昭和３２年　３月３０日 昭和３３年　３月２８日

 　６ 仙　　田  　猶　　次 昭和３３年　３月２８日 昭和３４年　３月３１日

 　７ 渡　　辺　　茂 三 郎 昭和３４年　４月１１日 昭和３５年　３月３０日

 　８ 山　　  田 　　　 肇 昭和３５年　３月３０日 昭和３６年　３月２９日

 　９ 渡　　辺　　茂 三 郎 昭和３６年　３月２９日 昭和３７年　３月３０日

 １０ 則　　竹　　敏　　夫 昭和３７年　３月３０日 昭和３８年　３月３１日

 １１ 渡　　辺　　茂 三 郎 昭和３８年　５月１０日 昭和３９年　５月１５日

 １２ 春　　見　　森　　一 昭和３９年　５月１５日 昭和４０年　５月　８日

 １３ 則　　竹　　敏　　夫 昭和４０年　５月　８日 昭和４１年　５月　９日

 １４ 渡　　辺　　文　　雄 昭和４１年　５月　９日 昭和４２年　５月１３日

 １５ 森　　田　　順　　一 昭和４２年　５月１３日 昭和４３年　５月１３日

 １６ 三　　浦　　利　　雄 昭和４３年　５月１３日 昭和４４年　５月１３日

 １７ 山　　  下 　　　 穣 昭和４４年　５月１３日 昭和４５年　５月１２日

 １８ 渡　　辺　　文　　雄 昭和４５年　５月１２日 昭和４６年　５月１３日

 １９ 坂　　本　　太　　郎 昭和４６年　５月１３日 昭和４７年　５月１３日

 ２０ 林  　　　正  　　男 昭和４７年　５月１３日 昭和４８年　５月１５日

 ２１ 大　　矢　　好　　次 昭和４８年　５月１５日 昭和４９年　５月１５日

 ２２ 三　　宅　　繁　　一 昭和４９年　５月１５日 昭和４９年　９月　３日

 ２３ 渡　　辺　　大　　芳 昭和４９年　９月　３日 昭和４９年　９月　３日

 ２４ 大　　矢　　好　　次 昭和４９年１０月２９日 昭和５０年１０月２９日

 ２５ 小　　  藤 　　　 栄 昭和５０年１０月２９日 昭和５１年１０月２７日

 ２６ 大　　畑　　邦　　満 昭和５１年１０月２７日 昭和５２年１０月２９日

 ２７ 大　　矢　　好　　次 昭和５２年１０月３１日 昭和５３年１０月１２日

 ２８ 小　　  藤 　　　 栄 昭和５３年１０月２３日 昭和５４年１０月２３日

 ２９ 高　　井　　節　　夫 昭和５４年１０月２３日 昭和５５年１０月２２日

 ３０ 高　　井　　節　　夫 昭和５５年１０月２２日 昭和５６年１０月２１日

 ３１ 小　　  藤 　　　 栄 昭和５６年１０月２１日 昭和５７年１０月１２日

 ３２ 鈴　　木　　義　　巳 昭和５７年１０月２５日 昭和５８年１０月２４日

 ３３ 渡　　  辺 　　　 勉 昭和５８年１０月２４日 昭和５９年１０月２３日

 ３４ 坂　　井　　泰　　雄 昭和５９年１０月２３日 昭和６０年１０月２３日

 ３５ 渡　　辺　　智　　夫 昭和６０年１０月２３日 昭和６１年１０月１２日

 ３６ 神　　代　　武　　夫 昭和６１年１０月２２日 昭和６２年１０月２２日

 ３７ 日 比 野　　乙　  己 昭和６２年１０月２２日 昭和６３年１０月２１日

 ３８ 渡　　  辺 　　　 勉 昭和６３年１０月２１日 平成 元 年１０月２１日

 ３９ 坂　　井　　泰　　雄 平成 元 年１０月２１日 平成 ２ 年１０月１２日

 ４０ 鈴　　木　　義　　巳 平成 ２ 年１０月２３日 平成 ２ 年１０月１２日

 ４１ 渡　　辺　　智　　夫 平成 ３ 年１０月２２日 平成 ４ 年１０月２２日

 ４２ 西　　田　　健　　吾 平成 ４ 年１０月２２日 平成 ５ 年１０月２２日

 ４３ 土　　  屋 　　　 保 平成 ５ 年１０月２２日 平成 ６ 年１０月１２日

 ４４ 伊   藤     千 之 助 平成 ６ 年１０月２１日 平成 ７ 年１０月２０日

 ４５ 三　　  宅　 　　 稔 平成 ７ 年１０月２０日 平成 ８ 年１０月２０日

 ４６ 坂      井        勉 平成 ８ 年１０月２１日 平成 ９ 年１０月２１日

 ４７ 名　　和　　勘　　二 平成 ９ 年１０月２１日 平成 １０ 年１０月２１日

 ４８ 井      戸        誠 平成 １０ 年１０月２１日 平成 １１ 年１０月２１日

 ４９ 三　　　宅　　　　稔 平成 １１ 年１０月２１日 平成 １２ 年１０月２０日

 ５０ 名　　和　　勘　　二 平成 １２ 年１０月２０日 平成 １３ 年１０月２２日

 ５１ 井      戸        誠 平成 １３ 年１０月２２日 平成 １４ 年１０月１２日

 ５２ 美　 濃　 輪　　　博 平成 １４ 年１０月２２日 平成 １５ 年１０月２２日

５３ 岸　　　　達　  　雄 平成 １５ 年１０月２２日 平成 １６ 年１０月２０日

５４ 杉　　山　　庄　　八 平成 １６ 年１０月２０日 平成 １７ 年１０月２１日

５５ 山　　　田　　　　栄 平成 １７ 年１０月２１日 平成 １８ 年１０月１２日

５６ 片　　桐　　義　　次 平成 １８ 年１０月２０日 平成 １９ 年１０月２２日

５７ 森　  　 　厚　 　夫 平成 １９ 年１０月２２日 平成 ２０ 年１０月２０日

５８ 藤　　井　　正　　義 平成 ２０ 年１０月２０日 平成 ２１ 年１０月２０日

５９ 髙　　井　　義　　次 平成 ２１ 年１０月２０日 平成 ２２ 年１０月１２日
６０ 森　   　　厚　 　夫 平成 ２２ 年１０月１９日 平成 ２３ 年１０月１９日

６１ 片　　桐　　美　　良 平成 ２３ 年１０月１９日 平成 ２４ 年１０月１９日

６２ 山　　　田　　　　栄 平成 ２４ 年１０月１９日 平成 ２５ 年１０月１８日
６３ 森　   　　厚　 　夫 平成 ２５ 年１０月１８日 現　　任　　中

  資料：議会事務局、平成25年12月31日現在



　　　　　　第１７－２表　歴代市議会議長・副議長（つづき）

副　　　　　　　 議 　　　　　　　長

代 氏　　　　　　名 就　任　年　月　日 退　任　年　月　日

初 岸　 　　 東  八  郎 昭和２９年　４月　９日 昭和２９年１０月２０日

 　２ 堀　　部　　忠　　雄 昭和２９年１０月２０日 昭和３０年　３月３１日

 　３ 森　　田　　順　　一 昭和３０年　４月　８日 昭和３１年　３月３１日

 　４ 若　　尾　　亮　　介 昭和３１年　３月３１日 昭和３２年　３月３０日

 　５ 坂　　井　　金　　一 昭和３２年　３月３０日 昭和３３年　３月２８日

 　６ 堀　　部　　栄　　一 昭和３３年　３月２８日 昭和３４年　３月３１日

 　７ 渡　　辺　　文　　雄 昭和３４年　４月１１日 昭和３５年　３月３０日

 　８ 坂　　本　　太　　郎 昭和３５年　３月３０日 昭和３６年　３月２９日

 　９ 春　　見　　森　　一 昭和３６年　３月２９日 昭和３７年　３月３０日

 １０ 山　  　本 　　　 薫 昭和３７年　３月３０日 昭和３８年　３月３１日

 １１ 長　  　尾 　　　 茂 昭和３８年　５月１０日 昭和３９年　５月１５日

 １２ 津　　田　　岩　　助 昭和３９年　５月１５日 昭和４０年　５月　８日

 １３ 山　  　下　 　　 穣 昭和４０年　５月　８日 昭和４１年　５月　９日

 １４ 板　　津　　謙 治 郎 昭和４１年　５月　９日 昭和４１年１１月　９日

 １５ 三　　浦　　利　　雄 昭和４１年１１月　９日 昭和４２年　５月１３日

 １６ 藤　　掛　　勝　　一 昭和４２年　５月１３日 昭和４３年　５月１３日

 １７ 大　　矢　　好　　次 昭和４３年　５月１３日 昭和４４年　５月１３日

 １８ 三　　品　　惣　　吉 昭和４４年　５月１３日 昭和４５年　５月１２日

 １９ 堀　　部　　松 太 郎 昭和４５年　５月１２日 昭和４６年　５月１３日

 ２０ 小　  　藤 　　　 栄 昭和４６年　５月１３日 昭和４７年　５月１３日

 ２１ 大　　畑　　邦　　満 昭和４７年　５月１３日 昭和４８年　５月１５日

 ２２ 三　  　品 　　　 守 昭和４８年　５月１５日 昭和４９年　５月１５日

 ２３ 日  比  野　　 　 隆 昭和４９年　５月１５日 昭和４９年　９月　３日

 ２４ 家　 田　   富 貴 夫 昭和４９年　９月　３日 昭和４９年　９月　３日

 ２５ 川　  　合　 　　 桂 昭和４９年１０月２９日 昭和５０年１０月２９日

 ２６ 長　　村　　正　　雄 昭和５０年１０月２９日 昭和５１年１０月２７日

 ２７ 高　　井　　節　　夫 昭和５１年１０月２７日 昭和５２年１０月３１日

 ２８ 若　  　宮 　　　 進 昭和５２年１０月３１日 昭和５３年１０月１２日

 ２９ 川　　合　　甲 子 春 昭和５３年１０月２３日 昭和５４年１０月２３日

 ３０ 渡　  　辺 　　　 勉 昭和５４年１０月２３日 昭和５５年１０月２２日

 ３１ 長　　村　　正　　雄 昭和５５年１０月２２日 昭和５６年１０月２１日

 ３２ 川　  　合　 　　 桂 昭和５６年１０月２１日 昭和５７年１０月１２日

 ３３ 神　　代　　武　　夫 昭和５７年１０月２５日 昭和５８年１０月２４日

 ３４ 坂　　井　　泰　　雄 昭和５８年１０月２４日 昭和５９年１０月２３日

 ３５ 渡　　辺　　智　　夫 昭和５９年１０月２３日 昭和６０年１０月２３日

 ３６ 日 比 野　　乙　　己 昭和６０年１０月２３日 昭和６１年１０月１２日

 ３７ 加　　納　　一　　十 昭和６１年１０月２２日 昭和６２年  ６月２３日

 ３８ 日 比 野    乙    己 昭和６２年　７月２２日 昭和６２年１０月２２日

 ３９ 伊    藤    千 之 助 昭和６２年１０月２２日 昭和６３年１０月２１日

 ４０ 西    田    健　　吾 昭和６３年１０月２１日 平成 元 年１０月２１日

 ４１ 土      屋      　保 平成 元 年１０月２１日 平成 ２ 年１０月１２日

 ４２ 古    瀬    貞    一 平成 ２ 年１０月２３日 平成 ３ 年１０月２２日

 ４３　 三　  　宅　 　　 稔 平成 ３ 年１０月２２日 平成 ４ 年１０月２２日

 ４４ 名    和    勘    二 平成 ４ 年１０月２２日 平成 ５ 年１０月２２日

 ４５ 林　　    隆   　 幸 平成 ５ 年１０月２２日 平成 ６ 年１０月１２日

 ４６ 坂      井        勉 平成 ６ 年１０月２１日 平成 ７ 年１０月２０日

 ４７ 井  　　戸　　  　誠 平成 ７ 年１０月２０日 平成 ８ 年１０月２０日

 ４８ 渡    辺    俊    彦 平成 ８ 年１０月２１日 平成 ９ 年１０月２１日

 ４９ 長  谷  部　 　　 勇 平成 ９ 年１０月２１日 平成 １０ 年１０月２１日

 ５０ 美  濃  輪　 　　 博 平成 １０ 年１０月２１日 平成 １１ 年１０月２１日

 ５１ 杉 　山　 　庄　　八 平成 １１ 年１０月２１日 平成 １２ 年１０月２０日

 ５２ 岸  　   　達     雄 平成 １２ 年１０月２０日 平成 １３ 年１０月２２日

 ５３ 森　   　　厚　 　夫 平成 １３ 年１０月２２日 平成 １４ 年１０月１２日

５４ 山　 　田     　　栄 平成 １４ 年１０月２２日 平成 １５ 年１０月２２日

５５ 高　　井　　義　　次 平成 １５ 年１０月２２日 平成 １６ 年１０月２０日

５６ 藤　　井　　正　　義 平成 １６ 年１０月２０日 平成 １７ 年１０月２１日

５７ 野　　口　　勝　　弘 平成 １７ 年１０月２１日 平成 １８ 年１０月１２日

５８ 片　　桐　　美　　良 平成 １８ 年１０月２０日 平成 １９ 年１０月２２日

５９ 遠　　　山　　　　登 平成 １９ 年１０月２２日 平成 ２０ 年１０月２０日

６０ 森　  　　　弓　　子 平成 ２０ 年１０月２０日 平成 ２１ 年１０月２０日

６１ 堀　　部　　清　　秀 平成 ２１ 年１０月２０日 平成 ２２ 年１０月１２日
６２ 片　　桐　　義　　次 平成 ２２ 年１０月１９日 平成 ２３ 年１０月１９日
６３ 大　　畑　　隆　　夫 平成 ２３ 年１０月１９日 平成 ２４ 年１０月１９日
６４ 森　　　  　弓　　子 平成 ２４ 年１０月１９日 平成 ２５ 年　５月２６日

６５ 後　　藤　  　　　満 平成 ２５ 年　６月１４日 平成 ２５ 年１０月１８日

６６ 渡　　辺　　益　　巳 平成 ２５ 年１０月１８日 現　　任　　中
  資料：議会事務局、平成25年12月31日現在


