
                                               

日本税理士政治連盟役員等名簿 

令和元年１０月２８日 

名誉会長 (１人)  神津 信一(東  京) 

会   長(１人)  太田  直樹(東  海) 

副 会 長(１５人) 久保  直己(近  畿)、井部  俊一(関東信越)、瀧浪  貫治(東京地方)、

名倉 明彦(東  京）、江波戸秀記(千 葉 県)、名越  隆雄(北 海 道)、

青木    正(東  北)、平  昌彦(名 古 屋)、田中 克明(東  海)、

玉井  政利(北  陸)、重近  實(中  国)、清藤 智彦(四  国)、

上村 常憲(九州北部)、宮本 律夫(南 九 州)、國仲  勝則(沖  縄)、 

総   務(３人)  西村   新(東  京)、杉田  宗久(近  畿)、杉田 慶一(千 葉 県) 

幹 事 長(１人)  渡邉 輝男(関東信越) 

副幹事長(８人)  田  達満(近  畿)、山田 隆廣(東京地方)、吉田 恵幸(東  北)、 

吉川 裕一(東  京)、小島 善弘(名 古 屋)、南条 吉雄(東  海)、 

秋山 典久(関東信越)、谷  幹夫(北 海 道) 

幹   事(１５人) 坂田   覚(東   京)、鈴木  崇晴(東京地方)、深田 真吾(千 葉 県)、 

百瀬  征男(関東信越)、道廣  友厚(近   畿)、松井 克彦(北 海 道)、 

福田  治(東    北)、石黒  敏司(名 古 屋)、河合 省吾(東  海)、 

中村  茂和(北   陸)、井上  博夫(中  国)、岩佐  誠志(四  国)、 

山嶋  寿人(九州北部)、米川  健一(南 九 州)、羽地  明人(沖  縄) 

会計監事(５人)  杉本  幸弘(近    畿)、後藤 純志(名 古 屋)、鈴 木  剛(東  海） 

顧   問(７人)  波多野重雄(東    京)、平山  玲昰(東  京)、狩野  七郎(東京地方)、 

山川  巽(東  京)、池田 隼啓(近  畿)、小川 令持(名 古 屋)、 

小島 忠男(東京地方) 

相 談 役(２１人) 池田 兼男(東京地方)、大髙 友紀(近  畿)、南 九壽彦(四  国)、 

宮田 義見(近  畿)、池戸 俊幸(北 海 道)、富澤 康人(千 葉 県)、 

長末 啓輔(東  北)、石黒 洋二(北  陸)、野田 武史(九州北部)、 

松川 吉雄(沖  縄)、髙田 住男(千 葉 県)、小林 健彦(関東信越)、 

渡邉  文雄(東  京）、藤森   強(千 葉 県)、前原  明弘(名 古 屋)、 

清水  常雄(東  海)、杉山  文成(中    国)、矢野  平八(四  国)、 

野田  昇宏(九州北部)、中島  智喜(南 九 州)、浅田  恒博(近  畿) 

政策委員会 委員長 山田 隆廣(東京地方) 

      委 員 菅原 祥元(東  京)、城田 英昭(東京地方)、坂場 信夫(関東信越)、 

道廣 友厚(近  畿)、松井 克彦(北 海 道)、有坂 信彦(東  北） 

波多野光裕(名 古 屋)、小西  宏(東  海)、嶋田 兼五(北  陸)、 

樫谷 一俊(四  国)、下山 剛矢（南 九 州） 

財務委員会 委員長 田  達満(近  畿) 

      委 員 平野 弘道(東  京)、河西 昌彦(千 葉 県)、新井  正(関東信越)、 

          山本 眞市(近  畿)、成瀬  廣(東  北） 



                                               

組織委員会 委員長 吉田 恵幸(東  北) 

      委 員 竹田 剛志(東  京)、小山内光雄(東京地方)、曲山  博(千 葉 県）、 

          横沢  正(関東信越)、小寺 隆弘(近  畿)、矢萩  努(北 海 道)、 

          神戸 秀夫(名 古 屋)、渡瀬 正治(東  海)、山﨑 安造(中  国)、 

          赤木 保之(九州北部) 

国対委員会 委員長 吉川 裕一(東  京) 

      委 員 森下 清隆(東  京)、深沢 邦秀(東京地方)、松井 洋美(千 葉 県) 

          岸  生子(関東信越)、長谷川隆史(近  畿）、平野 重善(北 海 道)、 

          益子 光彦(東  北)、横井 和彦(名 古 屋)、大見  孝(東  海)、 

          高田 照久(北  陸)、髙橋  誠(中  国)、梅林 哲次(四  国)、 

          林田 俊一(九州北部)、薗田 福美(南 九 州）、屋比久 功(沖  縄) 

広報委員会 委員長 小島 善弘(名 古 屋) 

      委 員 嶋﨑 雄幸(東  京)、藤田 伸哉(東京地方)、高中夕貴子(千 葉 県)、 

          栁澤  彰(関東信越)、矢田 善久(近  畿）、森 智恵子(東  北)、 

          籔本 裕信(名 古 屋)、余語 眞二(東  海) 

後援会対策委員会 

   委員長 南条 吉雄(東  海)  

   委 員 大美賀功貴(東  京)、田中 良和(東京地方)、小口 秀一(関東信越)、 

       室谷 澄男(近  畿)、小山内雅志(東  北）、中野 修宏(名 古 屋)、 

       長尾  仁(東  海)、荒神 五師(中  国)、小林  哲(九州北部) 


