
会員名簿
1

北海道
上田文雄 札幌市長 56

岐阜県
堀孝正 瑞穂市長

2 工藤篤 元・恵山町長 57 室戸英夫 北方町長
3 青森県 鹿内博 青森市長 58

愛知県
河村たかし 名古屋市長

4
秋田県

門脇光浩 仙北市長 59 佐護彰 元・日進市長
5 髙橋浩人 大潟村長 60

滋賀県
平尾道雄 米原市長

6 山形県 阿部誠 三川町長 61 藤澤直広　 日野町長
7 宮城県 鹿野文永 元・鹿島台町長 62 村西俊雄 元・愛荘町長
8 新潟県 笹口孝明 元・巻町長 63 京都府 中山泰 京丹後市長
9

福島県

伊藤寛   元・三春町長 64 三重県 鈴木健一 伊勢市長
10 井戸川克隆 元・双葉町長 65 奈良県 山下真 生駒市長
11 古張允 矢祭町長 66

兵庫県

泉房穂 明石市長
12 根本良一 元・矢祭町長 67 酒井隆明 篠山市長

☆ 13 桜井勝延 南相馬市長 68 嶋田正義 福崎町長
14 佐藤力 元・国見町長 69 中川智子 宝塚市長
15 馬場有 浪江町長 70 西村和平 加西市長
16

栃木県
入野正明 市貝町長 71 広瀬栄 養父市長

17 鈴木俊美 栃木市長 72
鳥取県

松本昭夫 北栄町長
18 高久勝 那須町長 73 森田増範 大山町長
19 群馬県 関清 川場村長 74 島根県 矢田辰夫 元・知夫村長
20

茨城県

阿久津藤男 城里町長 75 広島県 秋葉忠利 元・広島市長
21 今泉文彦 石岡市長 76 山口県 井原勝介 元・岩国市長
22 島田穣一 小美玉市長 77 香川県 梶正治 丸亀市長
23 高杉徹 常総市長 78

愛媛県
石橋寛久 宇和島市長

24 豊田稔 北茨城市長 79 三好幹二 西予市長
25 中島栄 美浦村長 80

徳島県
笠松和市 元・上勝町長

26 宮嶋光昭 かすみがうら市長 81 河野俊明 石井町長

☆ 27 村上達也 元・東海村長 82

高知県

岡本淳 元・中村市長
28

長野県

伊藤喜平 下條村長 83 久保知章 元・三原村長
29 岡庭一雄 阿智村長 84 高瀬満伸 元・四万十町長
30 菊池幸彦 南牧村長 85 田中全 元・四万十市長
31 清水澄 原村長 86 福岡県 加治忠一 香春町長
32 曽我逸郎 中川村長 87 佐賀県 江里口秀次 小城市長
33 原久仁男 木曽町長 88 長崎県 田中隆一 西海市長 
34 田中勝已 元・木曽町長 89 大分県 首藤勝次 竹田市長
35 吉川貢 元・高森町長 90 熊本県 横谷巡 山江村長
36

埼玉県
大澤芳夫 元・長瀞町長 91 宮崎県 椎葉晃充 椎葉村長

37 頼高英雄 蕨市長 92

鹿児島県
大久保明 伊仙町長

38 田島公子 元・越生町長 93 五位塚剛 曽於市長
39

東京都

阿部裕行 多摩市長 94 高岡秀規 徳之島町長

★ 40 上原公子 元・国立市長
41 佐藤和雄 元・小金井市長 顧問
42 保坂展人 世田谷区長 嘉田由紀子 滋賀県知事
43 邑上守正 武蔵野市長 阿部知子 日本未来の党 衆議院議員
44 矢野裕 元・狛江市長 江田憲司 結いの党 衆議院議員
45

千葉県

相川堅治 富里市長 河野太郎 自由民主党 衆議院議員
46 石井俊雄 元・長生村長 佐藤栄佐久 前福島県知事
47 玉川孫一郎 一宮町長 志位和夫 日本共産党 衆議院議員
48 根本崇 野田市長 篠原孝 民主党 衆議院議員
49

神奈川県
加藤憲一 小田原市長 鈴木望 日本維新の会 衆議院議員

50 松尾崇 鎌倉市長 福島瑞穂 社会民主党 参議院議員
51 山梨県 倉嶋清次 笛吹市長 山本太郎 新党 今はひとり参議院議員
52

静岡県

石井直樹 元・下田市長 玉城デニー 生活の党 衆議院議員
53 小野登志子 伊豆の国市長
54 田村典彦 吉田町長

☆ 55 三上元 湖西市長 ☆　世話人 ★　事務局長

全国39都道府県　94名　（元職27名含む）
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