
16-2　歴代市議会副議長

資料：議会事務局

歴  代 　氏　　　　名 　就　　　　任 退　　　　任 歴  代 　氏　　　　名 　就　　　　任 退　　　　任

初  代 寺田 時治 昭和２５年　６月２９日 昭和２９年　５月３０日 ５１代 矢口 健一 　　１７年　８月２４日 　　１８年　５月３０日

２  代 日下部 久太郎 　　２９年　６月１１日 　　３２年　６月２０日 ５２代 添田 ひろ子 　　１８年　６月１４日 　　１９年　６月１２日

３  代 梅田 勇雄 　　３２年　６月２１日 　　３３年　５月３０日 ５３代 木村 光雄 　　１９年　６月１２日 　　２０年　７月３１日

４  代 寺田 時治 　　３３年　６月１０日 　　３４年　６月２５日 ５４代 中村 利久 　　２０年　７月３１日 　　２１年　６月２６日

５  代 藤井 久右エ門 　　３４年　６月２６日 　　３６年　６月１７日 ５５代 齊藤 登美生 　　２１年　６月２６日 　　２２年　５月３０日

６  代 新井 良助 　　３６年　６月１９日 　　３７年　５月３０日 ５６代 木村 たか子 　　２２年　６月　９日 　　２３年　６月２８日

７  代 須藤 長吉 　　３７年　６月　６日 　　３８年　６月１６日 ５７代 石原 義雄 　　２３年　６月２８日 　　２４年　７月３１日

８  代 細井 竹三郎 　　３８年　６月１７日 　　３９年　７月　２日 ５８代 竹内 美穂 　　２４年　７月３１日 　　２５年　６月２６日

９  代 中村 辰之助 　　３９年　７月　２日 　　４０年　６月１８日 ５９代 小倉 良夫 　　２５年　６月２６日 　　２６年　５月３０日

１０代 内田 芳蔵 　　４０年　６月１８日 　　４１年　５月３０日 ６０代 鶴岡 潔 　　２６年　６月１１日 　　２７年　６月２９日

１１代 菅野 近蔵 　　４１年　６月１４日 　　４２年　６月１５日 ６１代 内田 陽一 　　２７年　６月２９日 　　２８年　７月１１日

１２代 山崎 昶一 　　４２年　６月１５日 　　４３年　６月１４日 ６２代 西村 福也 　　２８年　７月１１日 　　　現　　　　職

１３代 染谷 由三郎 　　４３年　６月１４日 　　４４年　６月１６日

１４代 針ケ谷 直次 　　４４年　６月１６日 　　４５年　５月３０日

１５代 小池 富蔵 　　４５年　６月２２日 　　４６年　６月１２日

１６代 戸辺 敬 　　４６年　６月１２日 　　４７年　６月１９日

１７代 染谷 正一 　　４７年　６月１９日 　　４８年　６月１１日

１８代 堀越 明 　　４８年　６月１１日 　　４９年　５月３０日

１９代 岡田 芳三郎 　　４９年　６月１７日 　　５０年　７月　４日

２０代 遠藤 重一 　　５０年　７月　４日 　　５１年　８月１９日

２１代 小沢 寅治 　　５１年　８月１９日 　　５２年　２月１８日

２２代 鈴木 美津子 　　５２年　３月１４日 　　５２年　８月３０日

２３代 小沢 寅治 　　５２年　８月３０日 　　５３年　５月３０日

２４代 眞平 　　５３年　６月１９日 　　５４年　７月　２日

２５代 石山 曻 　　５４年　７月　２日 　　５４年　７月　６日

２６代 植木 進 　　５４年　７月　６日 　　５５年　７月１４日

２７代 後藤 勇 　　５５年　７月１４日 　　５６年　６月２９日

２８代 田中 浅男 　　５６年　６月２９日 　　５７年　５月３０日

２９代 栗原 正夫 　　５７年　６月１４日 　　５８年　６月　７日

３０代 石山 友幸 　　５８年　６月　７日 　　５９年　７月２７日

３１代 舘岡 定吉 　　５９年　７月２７日 　　６０年　６月１１日

３２代 中村 正 　　６０年　６月１１日 　　６１年　５月３０日

３３代 染谷 司 　　６１年　６月１６日 　　６２年　６月１０日

３４代 田中 由夫 　　６２年　６月１０日 　　６３年　７月　８日

３５代 中島 利一郎 　　６３年　７月　８日 平成　元年　６月　８日

３６代 菅野 三雄 平成　元年　６月　８日 　　　２年　５月３０日

３７代 大野 直臣 　  　２年　６月１４日 　　　３年　６月１４日

３８代 戸辺 榮一 　　　３年　６月１４日 　　　４年　７月１４日

３９代 飯塚 武 　　　４年　７月１４日 　　　５年　６月２３日

４０代 秋田 仁 　　　５年　６月２３日 　　　６年　５月３０日

４１代 龍野 利夫 　　　６年　６月　９日 　　　７年　６月２３日

４２代 藤井 浩 　　　７年　６月２３日 　　　８年　７月２９日

４３代 寺田 鼎 　　　８年　７月２９日 　　　９年　６月１１日

４４代 藤井 正 　　　９年　６月１１日 　　１０年　５月３０日

４５代 江村 祐三 　　１０年　６月１１日 　　１１年　６月　９日

４６代 鈴木 良造 　　１１年　６月　９日 　　１２年　７月３１日

４７代 小倉 妙子 　　１２年　７月３１日 　　１３年　６月　７日

４８代 野口 義雄 　　１３年　６月　７日 　　１４年　５月３０日

４９代 鈴木 有 　　１４年　６月１３日 　　１６年　４月２８日

５０代 芝田 弘 　　１６年　４月２８日 　　１７年　６月　７日


