
令和元年1２月現在

選挙区 就任年月日 期 氏名 卒年 学科 住所

選挙区 就任年月日 期 氏名 卒年 学科 住所

徳島・高知 R1.7.21 ２期目 高野　光二郎 平０９ 開 高知市

三重 R1.7.21 ２期目 吉川　有美 平０９ 開 四日市市

道府県名 就任年月日 期 氏名 卒年 学科 住所

北海道 H31.4.7 ７期目 竹内　英順 昭５７ 林 上川郡美瑛町

福島県 R1.11.10 ５期目 満山　喜一 昭４９ 経 白河市

福島県 R1.11.10 ５期目 杉山　純一 昭５５ 林 大沼郡会津美里町

茨城県 H30.12.9 ３期目 外塚　潔 昭５８ 造 かすみがうら市

茨城県 H30.12.9 ４期目 村上　典男 昭５７ 拓 笠間市

茨城県 H30.12.9 ２期目 水柿　一俊 昭５４ 工 筑西市

栃木県 H31.4.7 ５期目 五月女　裕久彦 昭５０ 造 宇都宮市

群馬県 H31.4.7 ８期目 中澤　丈一 昭４６ 経 前橋市

群馬県 H31.4.7 ５期目 岩上　憲司 平０７ 造 前橋市二

群馬県 H31.4.7 ４期目 井田　　泉 昭６０ 醸 佐波郡玉村町

東京農業大学校友国会議員・道・府・県会議員

並びに市・町・村長一覧表

１．国会議員　衆議院

２．国会議員　参議院

３．道・府・県議会議員



道府県名 就任年月日 期 氏名 卒年 学科 住所

埼玉県 H31.4.7 ３期目 小川　真一郎 平０９ 経 深谷市

神奈川県 H31.4.7 ７期目 持田　文男 昭４８ 造 川崎市

新潟県 H31.4.7 ４期目 冨樫　一成 平０６ 栄管 胎内市

新潟県 H31.4.7 ７期目 青木　太一郎 昭３３ 通農 新潟市

新潟県 H31.4.7 ４期目 横尾　幸秀 昭４３ 工 妙高市

福井県 H31.4.7 ２期目 清水　智信 平１６ 応栄栄 福井市

山梨県 H31.4.7 ４期目 望月　　勝 昭４３ 林 南巨摩郡南部町

山梨県 H31.4.7 初当選 藤本　好彦 平３０ 院経修 南アルプス市

鳥取県 H31.4.7 ３期目 広谷　直樹 昭５０ 畜 岩美郡岩美町

鳥取県 H31.4.7 初当選 語堂　正範 平１３ 農 東伯郡琴浦町

岡山県 H31.4.7 ７期目 渡辺　英気 昭５６ 醸 倉敷市

徳島県 H31.4.7 ４期目 寺井　正邇 昭４５ 農 阿波市

徳島県 H31.4.7 初当選 仁木　啓人 平２１ 醸 阿南市

香川県 H31.4.7 ５期目 齋藤　勝範 昭５４ 農 三豊市

愛媛県 H31.4.7 ３期目 兵頭　竜 平１１ 林 西予市

愛媛県 H31.4.7 初当選 大政　博文 昭５９ 拓 伊予郡松前町

愛媛県 H31.4.7 初当選 新田　泰史 平２４ 応栄管 東温市

大分県 H31.4.7 ６期目 井上　伸史 昭４４ 林 日田市

４．市　長
道府県名 就任年月日 期 氏名 卒年 学科 住所

北海道　登別市 H28.8.1 ３期目 小笠原　春一 平０１ 造 登別市

青森県　平川市 H30.1.28 ２期目 長尾　忠行 昭４６ 農 平川市

茨城県　行方市 H29.9.10 ２期目 鈴木　周也 平０６ 産食 行方市

静岡県　藤枝市 H28.6.20 ３期目 北村　正平 昭４４ 工 藤枝市

愛知県　安城市 H31.2.3 ５期目 神谷　　学 昭５６ 拓 安城市

京都府　亀岡市 R1.10.20 ２期目 桂川　孝裕 昭６０ 造 亀岡市

高知県　室戸市 H30.11.18 初当選 植田　壯一郎 昭５３ 農 室戸市



５．町・村長
道府県名 就任年月日 期 氏名 卒年 学科 住所

北海道　中標津町 H28.8.17 初当選 西村　穣 昭５３ 林 標津郡中標津町

青森県　六戸町 H28.1.17 ７期目 吉田　　豊 昭４７ 林 上北郡六戸町

秋田県　大潟村 H28.9.21 ３期目 高橋　浩人 昭５８ 拓 南秋田郡大潟村

福島県　矢吹町 H28.1.11 ４期目 野崎　吉郎 昭５３ 農 西白河郡矢吹町

茨城県　八千代町 H31.1.21 初当選 谷中　聰 昭５８ 経 結城郡八千代町

栃木県　那珂川町 H29.10.29 ２期目 福島　泰夫 昭４９ 拓 那須郡那珂川町

栃木県　塩谷町 H28.8.7 ２期目 見形　和久 昭５２ 経 塩谷郡塩谷町

群馬県　東吾妻町 H30.4.15 ３期目 中澤　恒喜 昭４８ 林 吾妻郡東吾妻町

埼玉県　美里町 H28.5.17 ３期目 原田　信次 昭５６ 農 児玉郡美里町

　埼玉県　松伏町 H29.5.14 初当選 　 鈴木　勝 昭５２ 経 北葛飾郡松伏町

神奈川県　中井町 H30.10.23 ２期目 杉山　祐一 昭５２ 経 足柄上郡中井町

長野県　青木村 H29.4.18 ２期目 北村　政夫 昭４１ 造 小県郡青木村

長野県　生坂村 H31.1.29 4期目 藤澤　泰彦 昭５４ 醸 東筑摩郡生坂村

岐阜県　富加町 H28.6.2 ２期目 板津　徳次 昭４８ 造 加茂郡富加町

徳島県　海陽町 H30.4.22 初当選 三浦　茂貴 平０８ 林 海部郡海陽町


