
1 労済 2 労済・県民共済会 3 労済 4 県民共済会 5 労済・県民共済会

年度（西暦）年度（和暦）事業期間 総会開催 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身

第1期 1969年度 昭和44年度 1969.11-1970.3 1969 渡辺長福 理事長 四戸好美 副理事長 韮沢元一 専務理事

第2期 1970年度 昭和45年度 1970.4-1971.3 1970.5 渡辺長福 理事長 四戸好美 副理事長 韮沢元一 専務理事

第3期 1972年度 昭和47年度 1971.4-1972.3 1972 渡辺長福 理事長 四戸好美 副理事長 韮沢元一 専務理事

第5期 1973年度 昭和48年度 1973.4-1974.3 1973 渡辺長福 理事長 労済理事長 四戸好美 理事 労済副理事長 韮沢元一 専務理事 労済専務理事 藤井公博 理事 県民共済会監事

第6期 1974年度 昭和49年度 1974.4-1975.3 1974 渡辺長福 理事長 四戸好美 理事 韮沢元一 専務理事 労済専務理事 藤井公博 理事 県民共済会監事 菊池正亨 監事 労済監事、県民共済会監事

第7期 1975年度 昭和50年度 1975.4-1976.3 1975.11 渡辺長福 理事長 労済理事長 四戸好美 理事 労済副理事長 韮沢元一 専務理事 労済専務理事 藤井公博 監事 県民共済会監事 菊池正亨 監事 労済監事、県民共済会監事

第8期 1976年度 昭和51年度 1976.4-1977.3 1976.5 渡辺長福 理事長 労済理事長 四戸好美 理事 労済副理事長 韮沢元一 専務理事 労済専務理事 菊池正亨 監事 労済監事、県民共済会監事

第9期 1977年度 昭和52年度 1977.4-1978.3 1977.6 渡辺長福 理事長 本部 四戸好美 理事 中央バス 韮沢元一 専務理事 本部

第10期 1978年度 昭和53年度 1978.4-1979.3 1978.5 渡辺長福 理事長 本部 四戸好美 理事 中央バス 韮沢元一 専務理事 本部

第11期 1979年度 昭和54年度 1979.4-1980.3 1979.5 渡辺長福 理事長 四戸好美 理事 韮沢元一 専務理事

第12期 1980年度 昭和55年度 1980.6-1981.5 1981.7 渡辺長福 理事長 四戸好美 理事 韮沢元一 専務理事

第13期 1981年度 昭和56年度 1981.6-1982.5 1982.7 渡辺長福 理事長 四戸好美 理事 韮沢元一 専務理事

第14期 1982年度 昭和57年度 1982.6-1983.5 1983.7 韮沢元一

田村谷蔵

専務理事

理事

年度途中に辞

任交替

第15期 1983年度 昭和58年度 1983.6-1984.5 1984.7

第16期 1984年度 昭和59年度 1984.6-1985.5 1985.7

第17期 1985年度 昭和60年度 1985.6-1986.5 1986.7 四戸好美 第2順位理事県民共済会

第18期 1986年度 昭和61年度 1986.6-1987.5 1987.7 四戸好美 第2順位理事県民共済会

第19期 1987年度 昭和62年度 1987.6-1988.5 1988.7 四戸好美 第2順位理事県民共済会

第20期 1988年度 昭和63年度 1988.6-1989.5 1989.7 四戸好美 第2順位理事県民共済会専務理事

第21期 1989年度 平成元年度 1989.6-1990.5 1990.7 四戸好美 理事 県民共済会

第22期 1990年度 平成2年度 1990.6-1991.5 1991.7 四戸好美 理事 県民共済会

第23期 1991年度 平成3年度 1991.6-1992.5 1992.7

第24期 1992年度 平成4年度 1992.6-1993.5 1993.7

第25期 1993年度 平成5年度 1993.6-1994.5 1994.7

第26期 1994年度 平成6年度 1994.6-1995.5 1995.7

第27期 1995年度 平成7年度 1995.6-1996.5 1996.7

第28期 1996年度 平成8年度 1996.6-1997.5 1997.7

第29期 1997年度 平成9年度 1997.6-1998.5 1998.7

第30期 1998年度 平成10年度 1998.6-1999.5 1999.7

第31期 1999年度 平成11年度 1999.6-2000.5 2000.7

第32期 2000年度 平成12年度 2000.6-2001.5 2001.7

第33期 2001年度 平成13年度 2001.6-2002.5 2002.7

第34期 2002年度 平成14年度 2002.6-2003.5 2003.7

第35期 2003年度 平成15年度 2003.6-2004.5 2004.7

第36期 2004年度 平成16年度 2004.6-2005.5 2005.8

第37期 2006年度 平成18年度 2005.6-2006.5 2006.7

第38期 2007年度 平成19年度 2006.6-2007.5 2007.7

第39期 2008年度 平成20年度 2007.6-2008.5 2008.8

第40期 2009年度 平成21年度 2008.6-2009.5 2009.8

第41期 2010年度 平成22年度 2009.6-2010.5 2010.8

第42期 2011年度 平成23年度 2010.6-2011.5 2011.9

第43期 2012年度 平成24年度 2011.6-2012.5 2012.8

第44期 2013年度 平成25年度 2012.6-2013.5 2013.8

第45期 2014年度 平成26年度 2013.6-2014.5 2014.8

第46期 2015年度 平成27年度 2014.6-2015.5 2015.8

第47期 2016年度 平成28年度 2015.6-2016.5 2016.8

第48期 2017年度 平成29年度 2016.6-2017.5 2017.8

第49期 2018年度 平成30年度 2017.6-2018.5 2018.8

第50期 2019年度 令和元年度 2018.6-2019.5 2019.8

第51期 2020年度 令和2年度 2019.6-2020.5 2020.8

第52期 2021年度 令和3年度 2020.6-2021.5



6 労済・労信販生協・労金・労福協 7 全逓 8 全日通 9 全専売 10 同盟・連合

年度（西暦）氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身

第1期 1969年度 川原寛 理事

第2期 1970年度 川原寛 理事

第3期 1972年度 川原寛 理事

第5期 1973年度 川村昌三 副理事長 労済常務理事 佐々木公一監事 労済監事、県民共済会監事

第6期 1974年度 浅沼昭 理事 労済常務理事、労信販生協理事 川原寛 理事 労済常務理事、労信販生協理事川村昌三 副理事長 労済常務理事 佐々木公一監事 労済監事、県民共済会監事 高橋光夫 理事 労済常務理事、県同盟書記長

第7期 1975年度 浅沼昭 理事 労済常務理事、労信販生協理事 川原寛 理事 労済常務理事、労信販生協理事川村昌三 副理事長 労済常務理事 佐々木公一監事 労済監事、県民共済会監事 高橋光夫 理事 労済常務理事、県同盟書記長

第8期 1976年度 　 川原寛 理事 労済常務理事、労信販生協理事川村昌三 副理事長 労済常務理事 佐々木公一監事 労済監事、県民共済会監事 小松健一 理事

第9期 1977年度 川原寛 理事 全逓 川村昌三 理事 全日通 佐々木公一監事 全専売 小松健一 理事 同盟

第10期 1978年度 川原寛 理事 全逓 川村昌三 理事 全日通 佐々木公一監事 全専売 小松健一 理事 同盟

第11期 1979年度 川村昌三 理事 佐々木公一監事 小松健一 理事

第12期 1980年度 川村昌三 理事 佐々木公一監事 小松健一 理事

第13期 1981年度 川村昌三 理事 佐々木公一監事 小松健一 理事

第14期 1982年度

第15期 1983年度

第16期 1984年度

第17期 1985年度 阿波克夫 理事 全逓岩手地本 上原敬 理事 全日通 小野寺雅司理事 岩手地方同盟

第18期 1986年度 阿波克夫 理事 全逓岩手地本 上原敬 理事 全日通 小野寺雅司理事 岩手地方同盟

第19期 1987年度 阿波克夫 理事 全逓岩手地本 上原敬 理事長 全日通 小野寺雅司理事 岩手地方同盟

第20期 1988年度 阿波克夫 理事長 全逓岩手地本 佐々木隆之理事 全日通 竹田亜夫 理事 全たばこ財政部長 小野寺雅司理事 岩手地方同盟

第21期 1989年度 阿波克夫 理事長 全逓岩手地本 佐々木隆之理事 全日通 竹田亜夫 理事 全たばこ 小野寺雅司理事 岩手地方同盟

第22期 1990年度 阿波克夫 理事長 全逓岩手地本 佐々木隆之理事 全日通 竹田亜夫 理事 全たばこ

第23期 1991年度 阿波克夫 理事長 全逓岩手地本 佐々木隆之理事 全日通 竹田亜夫 理事 全たばこ

第24期 1992年度 阿波克夫 理事長 全逓岩手地本

第25期 1993年度 阿波克夫 理事長 全逓岩手地本

第26期 1994年度

第27期 1995年度

第28期 1996年度

第29期 1997年度

第30期 1998年度

第31期 1999年度

第32期 2000年度

第33期 2001年度 細川貞男 理事 元岩手労働金庫常務理事

第34期 2002年度 細川貞男 理事 元岩手労働金庫常務理事

第35期 2003年度 細川貞男 理事 元岩手労働金庫常務理事

第36期 2004年度 細川貞男 理事 元岩手労働金庫常務理事

第37期 2006年度 細川貞男 理事 元岩手労働金庫常務理事

第38期 2007年度 小野務 理事 連合岩手事務局長

第39期 2008年度 小野務 理事 連合岩手事務局長

第40期 2009年度 小水内長功理事 全日通岩手支部書記長 　

第41期 2010年度 小水内長功理事 全日通岩手支部書記長 　

第42期 2011年度 小水内長功理事 全日通岩手支部書記長 　

第43期 2012年度 小水内長功理事 全日通岩手支部書記長 　

第44期 2013年度

第45期 2014年度

第46期 2015年度

第47期 2016年度

第48期 2017年度 鈴木圭 理事 岩手県労働者福祉協議会理事

第50期 2018年度 鈴木圭 理事 岩手県労働者福祉協議会理事

鈴木圭 理事 岩手県労働者福祉協議会理事

鈴木圭 理事 岩手県労働者福祉協議会理事

第51期 2019年度 鈴木圭 理事 岩手県労働者福祉協議会理事



11 県労連 12 県職組 13 全電通 14 農林・林野 15 自治労 16 タクシー

年度（西暦）氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身

第1期 1969年度

第2期 1970年度

第3期 1972年度

第5期 1973年度

第6期 1974年度 中村忠 理事 労済常務理事、県労連事務局長 中林弘文 理事 労済常務理事、県職組委員長 　 　

第7期 1975年度 中村忠 理事 県労連事務局長 中林弘文 理事 労済常務理事、県職組委員長 　 　

第8期 1976年度 中村忠 理事 県労連事務局長 工藤克己 理事 　

第9期 1977年度 中村忠 理事 県労連 工藤克己 理事 県職 阿部郁治 理事 全電通 本間崇 理事 全農林 藤田利美 監事 宮古市職 堀間友栄 監事 岩手ハイタク

第10期 1978年度 中村忠 理事 県労連 工藤克己 理事 県職 阿部郁治 理事 全電通 本間崇 理事 全農林 藤田利美 監事 宮古市職 堀間友栄 監事 岩手ハイタク

第11期 1979年度 中村忠 理事 工藤克己 理事 阿部郁治 理事

第12期 1980年度 中村忠 理事 工藤克己 理事 阿部郁治 理事

第13期 1981年度 中村忠 理事 工藤克己 理事 阿部郁治 理事

第14期 1982年度 中村忠 理事 浅沼隆光 監事 阿部郁治 理事長 藤原市五郎 監事

第15期 1983年度 浅沼隆光 監事 阿部郁治 理事長 藤原市五郎 監事

第16期 1984年度 浅沼隆光 監事 阿部郁治 理事長 藤原市五郎 監事

第17期 1985年度 浅沼隆光 監事 県職労 阿部郁治 理事長 全電通 丹野充喜 理事 全林野労組 藤原市五郎 監事 中央タクシー労組

第18期 1986年度 川口洋八 理事 県労連 浅沼隆光 監事 県職労 今野怜二 理事長 全電通 丹野充喜 理事 全林野労組 藤原市五郎 監事 中央タクシー労組

第19期 1987年度 川口洋八 理事 県労連 浅沼隆光 監事 県職労 丹野充喜 理事 全林野労組 藤原市五郎 監事 中央タクシー労組

第20期 1988年度 川口洋八 理事 県労連事務局長 浅沼隆光 監事 県職労元書記長 丹野充喜 理事 全林野労組 阿部喜蔵 監事 中央タクシー労組委員長

第21期 1989年度 川口洋八 理事 県労連 浅沼隆光 監事 県職労 丹野充喜 理事 全林野労組 阿部喜蔵 監事 中央タクシー労組

第22期 1990年度 川口洋八 理事 岩手県労センター 浅沼隆光 監事 県職労 丹野充喜 理事 連合いわて 斉藤健市 理事 自治労岩手県本部 　

第23期 1991年度 川口洋八 理事 岩手県民共済会 伊沢昌弘 監事 県職労 丹野充喜 理事 連合いわて 斉藤健市 理事 自治労岩手県本部 　

第24期 1992年度 川口洋八 理事 岩手県民共済会 伊沢昌弘 監事 盛岡市議会議員 橋本英一 監事 全農林労組 盛田明広 理事 自治労岩手県本部 　

第25期 1993年度 川口洋八 理事 岩手県民共済会 伊沢昌弘 監事 盛岡市議会議員 橋本英一 監事 全農林労組 盛田明広 理事 自治労岩手県本部 　

第26期 1994年度 川口洋八 理事 岩手県民共済会 伊沢昌弘 監事 岩手県議会議員 竹花恭二 理事 自治労岩手県本部 　

第27期 1995年度 川口洋八 理事 岩手県民共済会 伊沢昌弘 監事 岩手県議会議員 竹花恭二 理事 自治労岩手県本部 　

第28期 1996年度 川口洋八 監事 岩手県民共済会 伊沢昌弘 理事 岩手県議会議員 竹花恭二 監事 自治労岩手県本部 　

第29期 1997年度 川口洋八 監事 岩手県民共済会専務理事 伊沢昌弘 理事 岩手県議会議員 竹花恭二 監事 自治労岩手県本部副委員長　

第30期 1998年度 伊沢昌弘 顧問 岩手県議会議員

第31期 1999年度 伊沢昌弘 顧問 岩手県議会議員

第32期 2000年度

第33期 2001年度

第34期 2002年度

第35期 2003年度

第36期 2004年度

第37期 2006年度

第38期 2007年度

第39期 2008年度

第40期 2009年度

第41期 2010年度

第42期 2011年度

第43期 2012年度

第44期 2013年度

第45期 2014年度

第46期 2015年度

第47期 2016年度

第48期 2017年度

第49期 2018年度

第50期 2019年度

第51期 2020年度

第52期 2021年度



17 国労 18 岩手開発鉄道 19 東北電力 20 岩手県交通1 21 岩手県交通2 22 岩手県交通3／市議会議員

年度（西暦）氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身

第1期 1969年度

第2期 1970年度

第3期 1972年度

第5期 1973年度

第6期 1974年度 　 　

第7期 1975年度 　 　

第8期 1976年度

第9期 1977年度 島岡義蔵 理事 国労

第10期 1978年度 島岡義蔵 理事 国労

第11期 1979年度

第12期 1980年度

第13期 1981年度

第14期 1982年度 菅生長弥 理事 熊谷喜美男理事

第15期 1983年度

第16期 1984年度

第17期 1985年度 菅生長弥 理事 岩手開発鉄道 熊谷喜美男理事 東北電労 畠山忍 理事 岩手県交通労組

第18期 1986年度 菅生長弥 理事 岩手開発鉄道 熊谷喜美男理事 東北電労

第19期 1987年度 菅生長弥 理事 岩手開発鉄道 熊谷喜美男理事 東北電労

第20期 1988年度 小野寺昭二理事 東北電労 畠山忍 理事 岩手県交通労組書記長

第21期 1989年度 小野寺昭二理事 東北電労 川村光男 理事 岩手県交通労組書記長

第22期 1990年度 小野寺昭二監事 東北電労 川村光男 理事 岩手県交通労組書記長 阿部和平 理事 市議会議員

第23期 1991年度 小野寺昭二監事 東北電労 田屋孝治郎 理事 岩手県交通労組書記長 阿部和平 理事 市議会議員

第24期 1992年度 小野寺昭二理事 東北電労 田屋孝治郎 理事 岩手県交通労組書記長 阿部和平 理事 市議会議員

第25期 1993年度 小野寺昭二理事 東北電労 田屋孝治郎 理事 岩手県交通労組書記長 阿部和平 理事 市議会議員

第26期 1994年度 浦山正年 監事 国労盛岡地本 小野寺昭二理事 東北電労 田屋孝治郎 理事 岩手県交通労組書記長 阿部和平 理事長 市議会議員

第27期 1995年度 浦山正年 監事 国労盛岡地本 小野寺昭二理事 東北電労 田屋孝治郎 理事 岩手県交通労組書記長 阿部和平 理事長 市議会議員

第28期 1996年度 浦山正年 理事 国労盛岡地本 佐藤庄三 理事 岩手県交通労組書記長 阿部和平 理事長 市議会議員

第29期 1997年度 浦山正年 理事 国労盛岡地本書記長 菅生哲修 理事 岩手開発鉄道書記長 佐藤庄三 理事 岩手県交通労組書記長 阿部和平 理事長 市議会議員

第30期 1998年度 佐藤庄三 理事 岩手県交通労組書記長 阿部和平 理事長 市議会議員

第31期 1999年度 佐藤庄三 理事 岩手県交通労組書記長 阿部和平 理事長 市議会議員

第32期 2000年度 佐藤庄三 理事 岩手県交通労組書記長

第33期 2001年度 佐藤庄三 理事 岩手県交通労組書記長

第34期 2002年度 佐藤庄三 理事 岩手県交通労組書記長

第35期 2003年度 佐藤庄三 理事 岩手県交通労組書記長

第36期 2004年度 佐藤庄三 理事 岩手県交通労組書記長

第37期 2006年度 佐藤庄三 理事 岩手県交通労組書記長

第38期 2007年度 佐藤庄三 理事 岩手県交通労組書記長 矢神章男 理事 元岩手県交通労組委員長

第39期 2008年度 佐藤庄三 理事 岩手県交通労組委員長 矢神章男 理事 元岩手県交通労組委員長

第40期 2009年度 佐藤庄三 理事 岩手県交通労組委員長 矢神章男 理事長 元岩手県交通労組委員長

第41期 2010年度 佐藤庄三 理事 岩手県交通労組委員長 矢神章男 理事長 元岩手県交通労組委員長

第42期 2011年度 佐藤庄三 理事 岩手県交通労組委員長 矢神章男 理事長 元岩手県交通労組役員

第43期 2012年度 佐藤庄三 理事 岩手県交通労組委員長 矢神章男 理事長 元岩手県交通労組役員

第44期 2013年度 佐藤庄三 理事 元岩手県交通労組委員長伊藤茂 理事 岩手県交通労組副委員長 阿部和平 理事長 元市議会議員

第45期 2014年度 佐藤庄三 理事 元岩手県交通労組委員長伊藤茂 理事 岩手県交通労組副委員長 阿部和平 理事長 元市議会議員

第46期 2015年度 佐藤庄三 理事 元岩手県交通労組委員長

第47期 2016年度 佐藤庄三 理事 元岩手県交通労組委員長

第48期 2017年度 佐藤浩之 理事長 岩手県交通労組委員長

第49期 2018年度 佐藤浩之 理事長 岩手県交通労組委員長

第50期 2019年度 佐藤浩之 理事長 岩手県交通労組委員長

第51期 2020年度 佐藤浩之 理事長 岩手県交通労組委員長

第52期 2021年度 佐藤浩之 理事長 岩手県交通労組委員長



23 その他労組 24 学校生協 25 県民生協・消団連 26 県生活問題研究会・県生協連 27 盛岡市役所

年度（西暦）氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身

第1期 1969年度 熊谷碩二 理事

第2期 1970年度 熊谷碩二 理事

第3期 1972年度 熊谷碩二 理事

第5期 1973年度 熊谷碩二 理事 労済副理事長、学生協専務理事

第6期 1974年度 熊谷碩二 理事 労済副理事長、学生協専務理事

第7期 1975年度 熊谷碩二 理事 労済副理事長、学生協専務理事

第8期 1976年度 熊谷碩二 理事 労済副理事長、学生協専務理事

第9期 1977年度

第10期 1978年度

第11期 1979年度 嘉倉良男 理事

第12期 1980年度 嘉倉良男 理事

第13期 1981年度 嘉倉良男 理事

第14期 1982年度 嘉倉良男 理事

第15期 1983年度

第16期 1984年度

第17期 1985年度 熊谷碩二 理事 学校生協 嘉倉良男 第1順位理事県民生協

第18期 1986年度 熊谷碩二 理事 学校生協 嘉倉良男 第1順位理事県民生協

第19期 1987年度 熊谷碩二 理事 学校生協 嘉倉良男 第1順位理事県民生協

第20期 1988年度 熊谷碩二 理事 学校生協・学生協専務理事 嘉倉良男 第1順位理事県民生協・県民共済会専務理事

第21期 1989年度 熊谷碩二 理事 学校生協 嘉倉良男 理事 県民生協

第22期 1990年度 嘉倉良男 理事 いわて生協

第23期 1991年度 佐々木晃 理事 岩手高教組 嘉倉良男 理事 いわて生協

第24期 1992年度 熊谷佳枝 理事 岩手県生活問題研究会 阿部達男 理事 盛岡市市民生活部

第25期 1993年度 熊谷佳枝 理事 岩手県生活問題研究会 佐藤弘 理事 盛岡市市民生活部

第26期 1994年度 嘉倉良男 理事 いわて生協 熊谷佳枝 理事 岩手県生活問題研究会 藤田成甫 理事 盛岡市市民生活部

第27期 1995年度 嘉倉良男 理事 いわて生協 熊谷佳枝 理事 岩手県生活問題研究会 藤田成甫 理事 盛岡市市民生活部

第28期 1996年度 高橋金夫 理事 東北日本電気労組 嘉倉良男 理事 いわて生協 佐藤まゆみ理事 岩手県生活問題研究会会長 佐々木隆夫理事 盛岡市助役

第29期 1997年度 嘉倉良男 理事 いわて生協顧問 佐藤まゆみ理事 岩手県生活問題研究会 佐々木隆夫理事 盛岡市助役

第30期 1998年度 嘉倉良男 理事 岩手県消費者団体連絡協議会会長 高橋セキ子理事 岩手県生協連専務理事 佐々木隆夫理事 盛岡市助役

第31期 1999年度 嘉倉良男 理事 岩手県消費者団体連絡協議会会長 高橋セキ子理事 岩手県生協連専務理事 佐々木隆夫理事 盛岡市助役

第32期 2000年度 高橋セキ子理事 いわて生協常務理事 小野功 理事 盛岡市市民部長

第33期 2001年度 高橋セキ子理事 岩手県生協連専務理事 小野功 理事 盛岡市市民部長

第34期 2002年度 高橋セキ子理事 岩手県生協連専務理事 佐々木康浩理事 盛岡市財政部長

第35期 2003年度 高橋セキ子理事 岩手県生協連専務理事 　

第36期 2004年度 高橋セキ子理事 岩手県生協連専務理事 照井紀文 理事 盛岡市市民部長

第37期 2006年度 高橋セキ子理事 岩手県生協連専務理事 　

第38期 2007年度 伊藤慶子 理事 岩手県消費者団体連絡協議会事務局長 佐藤晴久 理事長 元盛岡市収入役

第39期 2008年度 伊藤慶子 理事 岩手県消費者団体連絡協議会事務局長 佐藤晴久 理事長 元盛岡市収入役

第40期 2009年度 伊藤慶子 理事 岩手県消費者団体連絡協議会事務局長 　

第41期 2010年度 伊藤慶子 理事 岩手県消費者団体連絡協議会事務局長 　

第42期 2011年度 伊藤慶子 理事 岩手県消費者団体連絡協議会事務局長 藤井禧勝 理事 元盛岡市消費生活センター所長

第43期 2012年度 伊藤慶子 理事 岩手県消費者団体連絡協議会事務局長 藤井禧勝 理事 元盛岡市消費生活センター所長

第44期 2013年度

第45期 2014年度

第46期 2015年度

第47期 2016年度

第48期 2017年度

第49期 2018年度

第50期 2019年度

第51期 2020年度

第52期 2021年度



28 その他自治体 29 北日本銀行 30 税理士 31 弁護士 32 専門職1

年度（西暦）氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身

第1期 1969年度

第2期 1970年度

第3期 1972年度

第5期 1973年度

第6期 1974年度

第7期 1975年度

第8期 1976年度

第9期 1977年度

第10期 1978年度

第11期 1979年度

第12期 1980年度

第13期 1981年度

第14期 1982年度

第15期 1983年度

第16期 1984年度

第17期 1985年度

第18期 1986年度

第19期 1987年度

第20期 1988年度

第21期 1989年度

第22期 1990年度

第23期 1991年度

第24期 1992年度 勝又俊輔 常務理事 北日本銀行 佐々木吉助 理事 佐々木税理士事務所

第25期 1993年度 勝又俊輔 常務理事 北日本銀行 佐々木吉助 理事 佐々木税理士事務所

第26期 1994年度 勝又俊輔 常務理事 北日本銀行 佐々木吉助 理事 佐々木税理士事務所

第27期 1995年度 勝又俊輔 常務理事 専従 佐々木吉助 理事 佐々木税理士事務所

第28期 1996年度 勝又俊輔 常務理事 専従 佐々木吉助 理事 佐々木税理士事務所

第29期 1997年度 荒道博之 常務理事 北日本銀行、専従 佐々木吉助 理事 佐々木税理士事務所

第30期 1998年度 太野広輝 監事 滝沢村収入役 佐々木吉助 理事 佐々木税理士事務所 山村哲夫 監事 山村弁護士事務所 武蔵哲夫 理事 会社員（JAMITハウジングギャラリー）

第31期 1999年度 太野広輝 監事 滝沢村収入役 佐々木吉助 理事 佐々木税理士事務所 山村邦夫 監事 山村法律事務所 武蔵哲夫 理事 団体役員

第32期 2000年度 太野広輝 監事 滝沢村収入役 菅原義夫 理事 元きたぎんリース社長 吉田瑞彦 監事 吉田法律事務所 武蔵哲夫 理事 JAMITハウジングギャラリー

第33期 2001年度 太野広輝 監事 滝沢村収入役 菅原義夫 理事 元きたぎんリース代表取締役 吉田瑞彦 監事 吉田法律事務所 武蔵哲夫 理事 JAMITハウジングギャラリー

第34期 2002年度 太野広輝 監事 滝沢村収入役 菅原義夫 理事 元きたぎんリース代表取締役 村井三郎 監事 村井法律事務所

第35期 2003年度 太野広輝 監事 滝沢村前収入役 菅原義夫 理事 元きたぎんリース代表取締役 村井三郎 監事 村井法律事務所

第36期 2004年度 菅原義夫 理事 元きたぎんリース代表取締役 阿部征吾 理事 阿部征吾税理士事務所 桝田裕之 監事 セントラル法律事務所 塚崎友三 監事 塚崎合同司法書士事務所

第37期 2006年度 菅原義夫 理事長 元きたぎんリース代表取締役 阿部征吾 理事 阿部征吾税理士事務所 桝田裕之 監事 セントラル法律事務所 塚崎友三 監事 塚崎合同司法書士事務所

第38期 2007年度 川村憲司 理事 盛岡市社会福祉協議会事務局長 佐藤軍一 常勤理事 元北日本銀行本宮支店長 阿部征吾 監事 阿部征吾税理士事務所 萩原達也 監事 みちのく法律事務所

第39期 2008年度 川村憲司 理事 盛岡市社会福祉協議会事務局長 佐藤軍一 専務理事 元北日本銀行本宮支店長 阿部征吾 監事 阿部征吾税理士事務所 萩原達也 監事 みちのく法律事務所

第40期 2009年度 宮田恒美 理事 元きたぎんビジネスサービス(株)取締役 阿部征吾 監事 阿部征吾税理士事務所 渡辺正和 監事 渡辺・山崎法律事務所

第41期 2010年度 宮田恒美 理事 元きたぎんビジネスサービス(株)取締役 阿部征吾 監事 阿部征吾税理士事務所 渡辺正和 監事 渡辺・山崎法律事務所

第42期 2011年度 宮田恒美 理事 (株)シーエフシー取締役 小田島隆久 監事 小田島隆久税理士事務所太田秀栄 監事 石川法律事務所

第43期 2012年度 宮田恒美 理事 (株)シーエフシー取締役 小田島隆久 監事 小田島隆久税理士事務所太田秀栄 監事 石川法律事務所

第44期 2013年度 菅原義夫 理事 元きたぎんリース代表取締役 小田島隆久 監事 小田島隆久税理士事務所細川亮 監事 細川法律事務所

第45期 2014年度 菅原義夫 理事 小田島隆久 監事 小田島隆久税理士事務所細川亮 監事 細川法律事務所

第46期 2015年度 小田島隆久 監事 小田島隆久税理士事務所平本丈之亮 監事 川上・吉江法律事務所

第47期 2016年度 小田島隆久 監事 小田島隆久税理士事務所平本丈之亮 監事 川上・吉江法律事務所

第48期 2017年度 小田島隆久 監事 さくら税理士事務所 山中俊介 監事 山中法律事務所

第49期 2018年度 小田島隆久 監事 さくら税理士事務所 山中俊介 監事 山中法律事務所

第50期 2019年度 小田島隆久 監事 さくら税理士事務所 山口研介 監事 村井三郎法律事務所

第51期 2020年度 小田島隆久 監事 さくら税理士事務所 山口研介 監事 村井三郎法律事務所

第52期 2021年度 小田島隆久 監事 さくら税理士事務所 山口研介

⇒長谷川頌

監事 村井三郎法律事務所

⇒長谷川菜園法律事務

所弁護士



33 専門職2 34 専門職3 35 専門職4 36 プロパー1 37 プロパー2 38 プロパー3 39 プロパー4

年度（西暦）氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身

第1期 1969年度

第2期 1970年度

第3期 1972年度

第5期 1973年度

第6期 1974年度

第7期 1975年度

第8期 1976年度

第9期 1977年度

第10期 1978年度

第11期 1979年度

第12期 1980年度

第13期 1981年度

第14期 1982年度

第15期 1983年度

第16期 1984年度

第17期 1985年度

第18期 1986年度 横沢善夫 理事 業務部長

第19期 1987年度 横沢善夫 理事 業務部長

第20期 1988年度 横沢善夫 理事 業務部長

第21期 1989年度 横沢善夫 理事 事務局

第22期 1990年度 横沢善夫 理事 員外

第23期 1991年度 横沢善夫 常務理事

第24期 1992年度 横沢善夫 専務理事

第25期 1993年度 横沢善夫 専務理事

第26期 1994年度 横沢善夫 専務理事

第27期 1995年度 横沢善夫 専務理事

第28期 1996年度 横沢善夫 専務理事

第29期 1997年度 横沢善夫 専務理事

第30期 1998年度 小泉寛 理事 小泉不動産鑑定事務所所長 横沢善夫 専務理事

第31期 1999年度 小泉寛 理事 小泉不動産鑑定事務所所長 横沢善夫 専務理事 中村満雄 常務理事

第32期 2000年度 小泉寛 理事長 小泉不動産鑑定事務所所長 北田泰 理事 (株)寿広代表取締役 寺山一男 理事 設計室TEN代表 横沢善夫 専務理事 中村満雄 常務理事

第33期 2001年度 小泉寛 理事長 小泉不動産鑑定事務所所長 北田泰 理事 (株)寿広代表取締役 寺山一男 理事 設計室TEN代表 横沢善夫 専務理事 中村満雄 常務理事

第34期 2002年度 小泉寛 理事長 小泉不動産鑑定事務所所長 北田泰 理事 (株)寿広代表取締役 寺山一男 理事 設計室TEN代表 横沢善夫 専務理事 川本亜夫 常務理事 藤村敬一 常勤理事(北上事務所長) 上田正 常勤理事(業務部長)

第35期 2003年度 小泉寛 理事長 小泉不動産鑑定事務所所長 北田泰 理事 (株)寿広代表取締役 寺山一男 理事 設計室TEN代表 横沢善夫 専務理事 川本亜夫 常務理事 藤村敬一 常勤理事(北上事務所長) 上田正 常勤理事(業務部長)

第36期 2004年度 小泉寛 理事長 小泉不動産鑑定事務所所長 北田泰 理事 (株)寿広代表取締役 寺山一男 理事 設計室TEN代表 川本亜夫 常務理事 藤村敬一 専務理事 上田正 常務理事

第37期 2006年度 　 北田泰 理事 (株)寿広代表取締役 寺山一男 理事 設計室TEN代表 藤村敬一 常勤理事

第38期 2007年度 川村一弥 理事 元(株)シティー商事常勤監査役 山崎芳樹 理事 社会福祉法人河北会理事

第39期 2008年度 川村一弥 理事 元(株)シティー商事常勤監査役 山崎芳樹 理事 社会福祉法人河北会理事

第40期 2009年度 山崎芳樹 理事 元医療法人役員 上田正 専務理事

第41期 2010年度 山崎芳樹 理事 元医療法人役員 上田正 専務理事

第42期 2011年度 山崎芳樹 理事 元医療法人役員 上田正 専務理事

第43期 2012年度 山崎芳樹 理事 元医療法人役員 上田正 専務理事

第44期 2013年度 山崎芳樹 理事 元医療法人役員 横沢善夫 専務理事 亀澤和重 常勤理事(総務部担当) 八重畑努 常勤理事(相談貸付部担当)

第45期 2014年度 山崎芳樹 理事 横沢善夫 専務理事 亀澤和重 常勤理事 八重畑努 常勤理事

第46期 2015年度 山崎芳樹 理事 横沢善夫 理事長 船ヶ澤堅一常勤理事(事業担当) 亀澤和重 専務理事 八重畑努 常勤理事(総務担当)

第47期 2016年度 山崎芳樹 理事 横沢善夫 理事長 船ヶ澤堅一常勤理事(相談貸付部長) 亀澤和重 専務理事 八重畑努 常勤理事(総務部長)

第48期 2017年度 船ヶ澤堅一常勤理事(相談貸付部長) 亀澤和重 専務理事 八重畑努 常勤理事(総務部長)

第49期 2018年度 船ヶ澤堅一常勤理事(相談貸付部長) 亀澤和重 専務理事 八重畑努 常勤理事(総務部長)

第50期 2019年度 船ヶ澤堅一常勤理事(相談貸付部長) 亀澤和重 専務理事 八重畑努 常勤理事(総務部長)

第51期 2020年度 船ヶ澤堅一常勤理事(相談貸付部長) 亀澤和重 専務理事 八重畑努 常勤理事(総務部長)

第52期 2021年度 船ヶ澤堅一専務理事 亀澤和重

⇒藤川晋吾

八重畑努 常勤理事(総務部長)理事

⇒常勤理事(相談貸付部長)



40 その他1 41 その他2 42 その他3

年度（西暦）氏名 役職 出身 氏名 役職 出身 氏名 役職 出身

第1期 1969年度 小原円治

岡村江助

村井佑吉

理事 高橋登

本間嵩

理事 長山吉志

工藤秀雄

監事

第2期 1970年度 小原円治

岡村江助

村井佑吉

理事 高橋登

本間嵩

理事 長山吉志

工藤秀雄

監事

第3期 1972年度 小原円治

岡村江助

村井佑吉

理事 高橋登

本間嵩

理事

第5期 1973年度

第6期 1974年度 　

第7期 1975年度 　

第8期 1976年度 橋本英一 理事 藤田利美 監事

第9期 1977年度

第10期 1978年度

第11期 1979年度 山口富蔵 理事 熊谷文雄 監事 佐々木秀男 監事

第12期 1980年度 山口富蔵 理事 熊谷文雄 監事

第13期 1981年度 山口富蔵 理事 熊谷文雄 監事

第14期 1982年度 川辺久男

菅原満

理事 新井山良吉

河野一郎

理事

第15期 1983年度

第16期 1984年度

第17期 1985年度

第18期 1986年度

第19期 1987年度

第20期 1988年度

第21期 1989年度

第22期 1990年度

第23期 1991年度

第24期 1992年度 　

第25期 1993年度 　

第26期 1994年度

第27期 1995年度

第28期 1996年度

第29期 1997年度

第30期 1998年度

第31期 1999年度

第32期 2000年度

第33期 2001年度

第34期 2002年度

第35期 2003年度

第36期 2004年度

第37期 2006年度 高橋薫 理事 富士大学経済学部教授

第38期 2007年度 高橋薫 理事 富士大学経済学部教授

第39期 2008年度 高橋薫 理事 富士大学経済学部教授

第40期 2009年度 高橋薫 理事 富士大学経済学部教授

第41期 2010年度 高橋薫 理事 富士大学経済学部教授

第42期 2011年度 高橋薫 理事 富士大学経済学部教授 小渡章好 理事 八戸短期大学教授

第43期 2012年度 小渡章好 理事 八戸短期大学教授

第44期 2013年度 小坂健夫 理事

第45期 2014年度 小坂健夫 理事

第46期 2015年度 小坂健夫 理事 工藤賢樹 理事

第47期 2016年度 小坂健夫 理事 工藤賢樹 理事

第48期 2017年度 小渡章好 理事 コープあおもり特定監事

第49期 2018年度 小渡章好 理事 コープあおもり特定監事

第50期 2019年度 小渡章好 理事 コープあおもり特定監事

第51期 2020年度 小渡章好 理事 コープあおもり特定監事

第52期 2021年度 小渡章好 理事 コープあおもり特定監事



年度（西暦）事業期間 労済・県民共済会労済 県民共済会労済・県民共済会労済・労福協全逓 全日通全専売同盟・連合県労連県職組全電通農林・林野自治労タクシー国労 岩手開発鉄道東北電力岩手県交通 その他労組学校生協県民生協・消団連研究会・県生協連盛岡市役所その他自治体北日本銀行税理士 弁護士 専門職 専門職2専門職3専門職4プロパー1プロパー2プロパー3プロパー4その他1 その他2 その他3

1969年度 1969.11-1970.3

1970年度 1970.4-1971.3

1972年度 1971.4-1972.3

1973年度 1973.4-1974.3

1974年度 1974.4-1975.3

1975年度 1975.4-1976.3

1976年度 1976.4-1977.3

1977年度 1977.4-1978.3

1978年度 1978.4-1979.3

1979年度 1979.4-1980.3

1980年度 1980.6-1981.5

1981年度 1981.6-1982.5

1982年度 1982.6-1983.5

1983年度 1983.6-1984.5

1984年度 1984.6-1985.5

1985年度 1985.6-1986.5

1986年度 1986.6-1987.5

1987年度 1987.6-1988.5

1988年度 1988.6-1989.5

1989年度 1989.6-1990.5

1990年度 1990.6-1991.5

1991年度 1991.6-1992.5

1992年度 1992.6-1993.5

1993年度 1993.6-1994.5

1994年度 1994.6-1995.5

1995年度 1995.6-1996.5

1996年度 1996.6-1997.5

1997年度 1997.6-1998.5

1998年度 1998.6-1999.5

1999年度 1999.6-2000.5

2000年度 2000.6-2001.5

2001年度 2001.6-2002.5

2002年度 2002.6-2003.5

2003年度 2003.6-2004.5

2004年度 2004.6-2005.5

2006年度 2005.6-2006.5

2007年度 2006.6-2007.5

2008年度 2007.6-2008.5

2009年度 2008.6-2009.5

2010年度 2009.6-2010.5

2011年度 2010.6-2011.5

2012年度 2011.6-2012.5

2013年度 2012.6-2013.5

2014年度 2013.6-2014.5

2015年度 2014.6-2015.5

2016年度 2015.6-2016.5

2017年度 2016.6-2017.5

2018年度 2017.6-2018.5

2019年度 2018.6-2019.5

2020年度 2019.6-2020.5

2021年度 2020.6-2021.5

その他労済・共済 労働組合 生協・消費者団体 自治体 専門職 プロパー

岩

手

県

交

通

労

組


