
在任期間
日本税理士政治連
盟東京地区連合会
（Ｓ�～Ｓ�）

Ｓ�～Ｓ� 東京税理士政治連盟
（Ｓ�～Ｓ�） Ｓ�～Ｓ� Ｓ�～Ｓ� Ｓ�～Ｓ� Ｓ�～Ｓ�

会長 内田　雄三 添田　正夫 関本　和幸 関本　和幸 ※２
　　波多野　重雄 服部　徹義 服部　徹義

副会長

鈴木　一夫 鈴木　一夫 向山　佳宏 近藤　昭三郎 春山　正義 春山　正義 増田　進

佐々木　正一 佐々木　正一 輿石　善清 久保村　得治郎 内藤　光夫 増田　進 桑原　裕

西尾　祐男 西尾　祐男 浅井　新平 内藤　光夫 服部　徹義 山根　徹 飯田　伝

　 　 　 輿石　善清 小野崎　四郎 小野崎　四郎 白根　幸寿

　 　 　 増田　昌弘 香山　磐根 香山　磐根 荻野　弘康

総務会長 服部　徹義 波多野　重雄 近藤　昭三郎 増田　昌弘 大竹　浩 大竹　浩 有賀　勝将

総務副会長
近藤　昭三郎 浅井　新平 土橋　栄夫 小野崎　四郎 森河　正博 飯田　伝 平森　王衛

田中　巌 伊部　博 鈴木　周三 足達　信行 横川　信男 村松　猛 安井　徳次

幹事長 二瓶　龍美 ※１
　　二瓶　龍美 香山　磐根 香山　磐根 ※３

　　近藤　昭三郎 中川　寿一 寺沢　隼人

政策委員長 高相　芳彦 増田　進 小野崎　四郎 遠藤　信雄 小檜山　敬造 平森　王衛 山中　淳

財務委員長 今村　秀夫 香山　磐根 中嶋　時男 前田　宜久 安井　徳治 海老沢　栄嘉 内田　武男

組織委員長 前田　宜久 中村　重雄 高島　偉臣 平井　修道 大江　晋也 白井　昭二 千葉　昌

国対委員長 春山　正義 近藤　昭三郎 板倉　孝典 荻野　弘康 平山　玲昰 寺沢　隼人 鈴木　堅蔵

選対委員長 安田　すなお ― 桑原　裕 品川　一登 平川　忠雄 藤沢　富太郎 藤沢　富太郎

広報委員長 宮崎　重太郎 宮崎　重太郎 宮崎　重太郎 峯尾　武志 石井　春吉 渡辺　克巳 唐川　満

国会対策委員長 阿部　国博
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会長 服部　徹義 服部　徹義 寺沢　隼人 寺沢　隼人 平山　玲昰 平山　玲昰 荻野　弘康 荻野　弘康

副会長

中川　寿一 桑原　裕 桑原　裕 増田　進 有賀　勝将 佐々木　智 岩本　一志 岩本　一志

桑原　裕 小林　陽二 有賀　勝将 塩谷　芳男 惣洞　和子 岩本　一志 石亀　邦俊 石亀　邦俊

久松　功 塩谷　芳男 茂木　元次郎 有賀　勝将 佐々木　智 若林　恒雄 若林　恒雄 若林　恒雄

寺沢　隼人 久松　功 平山　玲昰 渡辺　克巳 小見山　了一 小林　春雄 布施木　昭 布施木　昭

平山　玲昰 茂木　元次郎 大竹　康夫 平山　玲昰 若林　恒雄 北倉　良祐 石場　健三 神田　辰男

総務会長 有賀　勝将 寺沢　隼人 増田　進 有安　正雄 飯島　文夫 飯島　文夫 有賀　勝将 小越　幸志

総務副会長
小林　繫夫 小林　繫夫 小林　繫夫 大竹　康夫 白井　昭二 宮本　康次 遠藤　好雄 大竹　康夫

大竹　康夫 藤澤　富太郎 杉山　宗雄 鈴木　和男 宮本　康次 鶴目　武志 徳重　寛之 吉田　友彦

幹事長 荻野　弘康 平山　玲昰 渡辺　克巳 佐々木　智 岩本　一志 石亀　邦俊 坂田　純一 坂田　純一

政策委員長 木幡　幹雄 大竹　康夫 岩本　一志 岩本　一志 石亀　邦俊 坂田　純一 粕谷　幸男 粕谷　幸男

財務委員長 山中　淳 田中　秀行 石場　健三 斎藤　久三郎 小林　春雄 賴野　彦二 岡本　昭夫 小林　孝治

組織委員長 飯田　伝 杉山　宗雄 小見山　了一 渡辺　泰治 鶴目　武志 池田　裕昭 永島　信作 山下　護

国対委員長 佐々木　智 岩本　一志 徳重　寛之 宮本　康次 金子　圭賢 石場　健三 吉田　友彦 稲野辺　匡利

選対委員長 藤沢　富太郎 森　　繁行 石井　昭 尾和　　彰 名和　秀男 名和　秀男 山下　護 藤井　陽二

広報委員長 ※４
　　小沢　岳彦 渡辺　元一 野口　克己 山口　文六 遠藤　好雄 遠藤　好雄 小林　孝治 大木　了二
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会長 荻野　弘康 徳重　寛之 徳重　寛之 徳重　寛之 溝江　弘志 内藤　信子 内藤　信子 内藤　信子

副会長

石亀　邦俊 小野　浩道 岩波　一 内田　薫 白井　敏博 白井　敏博 白井　敏博 白井　敏博

坂田　純一 金子　圭賢 岩田　俊一 白井　敏博 高橋　省二 藤山　清春 高橋　省二 大石　雅也

池田　裕昭 岩波　一 金子　圭賢 中田　美代司 内山　良子 内山　良子 内山　良子 高橋　省二

山下　護 大原　博史 多久島　幹生 多久島　幹生 藤山　清春 八木澤　秀夫 八木澤　秀夫 八木澤　秀夫

金子　圭賢 多久島　幹生 中田　美代司 内藤　信子 髙梨　友正 田中　保 大石　雅也 一之瀬　渉

會田　博 中田　美代司 武井　克己 佐藤　廣子 八木澤　秀夫 高橋　省二 澤登　寛 德田　匡泰

総務会長 小越　幸志 石亀　邦俊 岩本　一志 溝江　弘志 鎌田　俊夫 石田　通野 ※５
　　小林　武廣 渡邉　文雄

総務副会長
堀越　達哉 小林　孝治 藤原　喜明 吉田　嘉博 吉田　友彦 田川　修二 鈴木　雅博 原　稔

大木　了二 須藤　恭良 吉田　嘉博 吉田　友彦 田川　修二 渡邉　文雄 野間口　嘉平 中里　稔

幹事長 小野　浩道 岩田　俊一 宮川　雅夫 平野　信吾 内藤　信子 澤登　寛 德田　匡泰 鳩岡　恒篤

政策委員長 岩田　俊一 宮川　雅夫 冨田　光彦 冨田　光彦 名倉　明彦 宮本　雄司 宮本　雄司 坂田　覚

財務委員長 小林　孝治 平野　信吾 内田　薫 髙梨　友正 中津　良憲 中津　良憲 中津　良憲 伊東　晴俊

組織委員長 武井　克己 宮﨑　清司 高柳　幸雄 高柳　幸雄 川西　京也 一之瀬　渉 一之瀬　渉 柴崎　一男

国対委員長 稲野辺　匡利 名倉　明彦 八木澤　秀夫 八木澤　秀夫 阿部　英吉 阿部　英吉 寺嶋　慈夫 遠藤　潔

選対委員長 吉田　英一 稲野辺　匡利 稲野辺　匡利 （Ｈ�年選対委員会と国対委員会が統合）

広報委員長 石井　キミ子 橋本　和枝 橋本　和枝 橋本　和枝 中川　常彦 中川　常彦 中川　常彦 中川　常彦

後援会対策委員長＝（Ｈ�年設置） 鳩岡　恒篤 秋元　弘光

※１　途中交代：関本和幸氏 ※２　八王子市長選挙出馬（当選）のため辞職し、後任は近
藤昭三郎幹事長

※３　近藤氏の会長就任に伴い、後任が中川寿一氏

※４　途中交代：小宮庄三郎氏

※５　東京地方会へ異動のため、後任が
西村新氏

＊資料散失のため、一部不掲載（平成�年８月�日現在、事務局調べ）

東 京 税 政 連 （１２）第２００号２０１５年（平成２７年）９月１日（火曜日） 　 　


