
職名　・　団体名 氏名

現　札幌市北区明るい選挙推進協議会委員 西野目　郁子

元　札幌市手稲区明るい選挙推進協議会委員 佐々木　和江

現　苫小牧市明るい選挙推進協議会会長 菅原　　裕子

現　美唄市明るい選挙推進協議会会長 辻　　　義彦

現　江別市明るい選挙推進協議会副会長 石黒　　陽子

現　名寄市選挙管理委員会委員長 佐々木　順秀

元　森町選挙管理委員会委員長 山崎　　眞二

現　せたな町選挙管理委員会委員長 大坪　　観誠

現　蘭越町選挙管理委員会委員長 山口　　宏悦

元　置戸町選挙管理委員会委員 枝崎　　幹雄

現　雄武町選挙管理委員会委員長 中島　　克弥

現　安平町選挙管理委員会委員 赤坂　　昭雄

元　広尾町選挙管理委員会委員長 宮脇　　照道

現　浜中町選挙管理委員会委員長 田畑　　秀子

現　青森市明るい選挙推進協議会副会長 千葉　　彩子

元　大間町明るい選挙推進協議会副会長 目時　　榮子

現　むつ市明るい選挙推進協議会副会長 中島　　慶子

現　黒石市明るい選挙推進協議会副会長 須藤　　孝子

現　六戸町選挙管理委員会委員長 四木　　豊美

元　六ヶ所村選挙管理委員会委員長 村井　　正昌

元　東北町選挙管理委員会委員長 高松　　捷一

元　弘前市選挙管理委員会委員長 池田　　久雄

現　花巻市選挙管理委員会委員 昆野　　大樹

現　釜石市明るい選挙推進協議会委員 石垣　　とし子

元　久慈市明るい選挙推進協議会委員 川口　　キクエ

元　久慈市明るい選挙推進協議会委員 兼田　　勲

現　久慈市明るい選挙推進協議会委員 田澤　　吉堯

元　久慈市明るい選挙推進協議会副会長 松村　　又藏

元　宮古市明るい選挙推進協議会副会長 山内　　霜子

現　雫石町明るい選挙推進協議会副会長 川井　　富子

現　遠野市明るい選挙推進協議会会長 佐藤　　倉造

現　大船渡市明るい選挙推進協議会会長 晴山　　紘
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職名　・　団体名 氏名

現　仙台市青葉区明るい選挙推進協議会委員 新田　　恒子

現　仙台市太白区明るい選挙推進協議会副会長 髙屋　　　ち子

現　仙台市太白区明るい選挙推進協議会会長 佐々木　タイ子

現　塩竈市選挙管理委員会委員長職務代理者 平間　　　子

現　利府町明るい選挙推進協議会会長 貝山　　昭子

元　美里町選挙管理委員会委員長 御守　　文雄

現　山元町明るい選挙推進協議会委員 鈴木　　文夫

現　仙台市太白区明るい選挙推進協議会委員 渡邉　　まり子

現　大衡村選挙管理委員会委員長 泉田　　攻

現　山元町選挙管理委員会委員 星　　　安子

現　由利本荘市明るい選挙推進協議会会長 佐々木　市雄

現　井川町選挙管理委員会委員長 二田　　一朗

現　鹿角市明るい選挙推進協議会会長 敦賀　　三郎

現　秋田市選挙管理委員会委員長 古谷　　薫

現　小坂町選挙管理委員会委員長 秋本　　貞行

現　五城目町選挙管理委員会委員長 松橋　　正美

現　横手市選挙管理委員会委員長 奥山　　武雄

元　仙北市選挙管理委員会委員長 佐藤　　透

現　八郎潟町明るい選挙推進協議会副会長 伊藤　　弘子

現　藤里町明るい選挙推進協議会副会長 福司　　智智子

現　米沢市明るい選挙推進協議会顧問 平塚　　紀男

現　鶴岡市明るい選挙推進協議会委員 小林　　おしん

現　上山市明るい選挙推進協議会委員 齋藤　　あい子

元　中山町選挙管理委員会委員長 須貝　　健二

現　河北町選挙管理委員会委員長 槙　　　正昭

現　金山町選挙管理委員会委員長 星川　　昭男

現　大蔵村選挙管理委員会委員長 菅野　　熟

元　高畠町選挙管理委員会委員長 島津　　元

現　川西町選挙管理委員会委員長 島貫　　武彦

元　小国町選挙管理委員会委員長 遠藤　　公
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元　会津若松市明るい選挙推進協議会会長 大関　　一雄

現　相馬市明るい選挙推進協議会副会長 森　　　美代

現　郡山市明るい選挙推進協議会委員 長野　　弘子

元　福島市明るい選挙推進協議会委員 大谷　　ユキエ

元　下郷町選挙管理委員会委員 藤原　　俊彦

現　会津美里町選挙管理委員会委員長 小沼　　會志

現　北塩原村選挙管理委員会委員長 成瀬　　和夫

現　泉崎村選挙管理委員会委員長 佐川　　博孝

現　桑折町選挙管理委員会委員長 関根　　勉

現　川俣町選挙管理委員会委員長 佐藤　　覺雄

現　石川町選挙管理委員会委員長 福田　　德男

現　天栄村選挙管理委員会委員長 石井　　一郎

現　石岡市選挙管理委員会委員長 石川　　潤

元　かすみがうら市選挙管理委員会委員 出沼　　洋子

現　高萩市選挙管理委員会委員長 宮田　　一洋

現　取手市選挙管理委員会委員 小池　　健

現　五霞町選挙管理委員会委員長 鈴木　　一正

元　下妻市選挙管理委員会委員長 森田　　隆雄

現　桜川市選挙管理委員会委員長 高橋　　一雄

元　鹿嶋市選挙管理委員会委員長 平沼　　壽修

現　利根町選挙管理委員会委員長 渡邊　　讓

現　阿見町選挙管理委員会委員長 栗山　　利彦

元　日立市選挙管理委員会委員長 沼田　　繁明

現　大子町選挙管理委員会委員長 宮園　　美次

元　栃木県選挙管理委員会委員 舘野　　明

元　佐野市選挙管理委員会委員長 横堀　　昇

元　佐野市選挙管理委員会委員 田中　　吉彦

元　大田原市選挙管理委員会委員 福田　　瑞雄

元　大田原市（旧湯津上村）選挙管理委員会委員長 遠藤　　嘉滿

元　下野市明るい選挙推進協議会会長 百武　　亘

現　下野市明るい選挙推進協議会委員 渡邊　　欣宥

現　益子町選挙管理委員会委員 茂呂　　博

元　茂木町選挙管理委員会委員 若泉　　文雄

元　市貝町選挙管理委員会委員 上野　　勝永
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現　前橋市選挙管理委員会委員 長谷川　喬子

現　渋川市選挙管理委員会委員長 角田　　邦雄

現　安中市選挙管理委員会委員長 恩田　　登

現　みどり市選挙管理委員会委員 堤　　　善雄

現　長野原町選挙管理委員会委員長 萩原　　昇

現　川場村選挙管理委員会委員長 関　　　延男

現　明和町選挙管理委員会委員長 立岡　　正夫

現　明和町選挙管理委員会委員 薗部　　健夫

現　大泉町選挙管理委員会委員長 木塚　　正子

現　本庄市選挙管理委員会委員長 内野　　隆次

現　吉川市選挙管理委員会委員長 山﨑　　秀雄

現　三郷市選挙管理委員会委員長 永塚　　光洋

現　吉見町選挙管理委員会委員長 関根　　義之

元　深谷市選挙管理委員会委員長 眞下　　裕史

元　蓮田市選挙管理委員会委員長 原田　　勇𠮷𠮷

現　志木市明るい選挙推進協議会副会長 小林　　治子

現　八潮市明るい選挙推進協議会会長 神原　　鋭一

現　和光市明るい選挙推進協議会委員 磯部　　榮子

現　川越市明るい選挙推進協議会会長 平尾　　嘉子

現　さいたま市緑区明るい選挙推進協議会会長 江橋　　佳惠

元　朝霞市明るい選挙推進協議会推進委員 大川　　くに子

現　流山市明るい選挙推進協議会会長 木村　　忠雄

現　松戸市選挙管理委員会委員長 飯沼　　允

現　富里市選挙管理委員会委員長 三橋　　秀夫

現　野田市選挙管理委員会委員長 金子　　憲一

現　酒々井町選挙管理委員会委員長 髙﨑　　輝夫

元　山武市選挙管理委員会委員長 伊藤　　公文

現　四街道市明るい選挙推進協議会委員 岡本　　節子

元　横芝光町選挙管理委員会委員長 本莊　　昇一

現　君津市明るい選挙推進協議会副会長 香取　　正光

現　御宿町選挙管理委員会委員長 井上　　賢一

現　八街市明るい選挙推進協議会委員 染谷　　和子

現　千葉市明るい選挙推進協議会副会長 堀谷　　陽子
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現　港区明るい選挙推進協議会選挙啓発指導員 林　　　芳津代

現　文京区明るい選挙推進協議会副会長 村田　　央子

現　江東区明るい選挙推進協議会委員 髙橋　　滿子

現　品川区明るい選挙推進協議会委員 増渕　　健祐

現　品川区明るい選挙推進協議会委員 濱谷　　忠夫

現　三鷹市明るい選挙推進協議会委員 宍戸　　智惠子

現　三鷹市明るい選挙推進協議会委員 田中　　道子

現　府中市明るい選挙推進協議会委員 小瀧　　清枝

現　府中市明るい選挙推進協議会委員 河内　　恊子

現　日野市明るい選挙推進協議会委員 星谷　　洋子

現　湯河原町選挙管理委員会委員長 神永　　繁

現　藤沢市選挙管理委員会委員長 水嶋　　正夫

現　山北町選挙管理委員会委員長 磯崎　　孝二

現　南足柄市選挙管理委員会委員 滝本　　澄子

現　三浦市明るい選挙推進協議会委員 出口　　久江

現　茅ヶ崎市明るい選挙推進協議会常任委員 沓澤　　幸子

現　伊勢原市明るい選挙推進協議会理事 石橋　　勝

現　川崎市中原区明るい選挙推進協議会委員 小宮　

現　相模原市明るい選挙推進協議会委員 川戸　　敬三

現　真鶴町明るい選挙推進協議会会長 青木　　美喜男

現　新潟市北区選挙管理委員会委員長 春日　　美雪

現　新潟市江南区選挙管理委員会委員長 今井　　宏樹

現　新潟市西区明るい選挙推進協議会委員 中藤　　榮子

現　新発田市選挙管理委員会委員長職務代理者 久代　　秀夫

現　見附市明るい選挙推進協議会副会長 関谷　　幸三

現　燕市明るい選挙推進協議会副会長 柳原　　昇

現　妙高市選挙管理委員会委員長 尾﨑　　秀行

現　魚沼市選挙管理委員会委員長 髙橋　　富榮

元　胎内市選挙管理委員会委員長 水澤　　　夫

元　刈羽市選挙管理委員会委員長 加藤　　義輝
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学校法人　富山大原学園

現　富山市明るい選挙推進協議会連合会副会長 福田　　政雄

現　富山市明るい選挙推進協議会連合会副会長 杉田　　忠義

現　富山市選挙管理委員会委員 八木　　孝子

現　高岡市明るい選挙推進協議会委員 中川　　信子

現　滑川市明るい選挙推進協議会会長 浦田　　保清

元　射水市選挙管理委員会委員 波　　　政枝

現　舟橋村選挙管理委員会委員長職務代理者 杉本　　政雄

現　上市町選挙管理委員会委員長 嘉藤　　進

元　立山町明るい選挙推進協議会会長 林　　　善暉

現　石川県明るい選挙推進協議会副会長 木村　　高宏

現　七尾市選挙管理委員会委員 山本　　吉昌

現　能美市明るい選挙推進協議会委員 松岡　　勝司

現　能美市明るい選挙推進協議会委員 伊野　　征之

現　能美市明るい選挙推進協議会委員 後藤　　他栄子

現　能美市明るい選挙推進協議会委員 南　　　一美

現　能美市明るい選挙推進協議会委員 秋山　　千惠子

現　野々市市明るい選挙推進協議会会長 田多野　和彦

現　津幡町選挙管理委員会委員長職務代理者 小蕎　　義夫

現　能登町選挙管理委員会委員長職務代理者 國分　　雅史

現　福井市明るい選挙推進協議会委員 出口　　かの子

現　福井市明るい選挙推進協議会委員 川上　　サヨ子

元　小浜市選挙管理委員会委員長 中野　　武

元　大野市選挙管理委員会委員長 富平　　昌宏

現　越前町選挙管理委員会委員長 馬谷　　友江

現　越前町選挙管理委員会委員長職務代理者 木下　

現　高浜町選挙管理委員会委員長 濱川　　和彦

現　おおい町明るい選挙推進協議会委員 德庄　　寛学

現　おおい町明るい選挙推進協議会委員 門野　　まゆみ

現　おおい町明るい選挙推進協議会委員 柳原　　由紀子
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現　甲府市明るい選挙推進協議会会長 小林　　秀也

元　甲府市明るい選挙推進協議会会長 北村　　幾三

現　富士吉田市明るい選挙推進協議会委員 平井　　好男

現　富士吉田市明るい選挙推進協議会委員 望月　　延子

現　都留市選挙管理委員会委員長 三枝　　理悌

現　都留市明るい選挙推進協議会委員 志村　　好美

現　南アルプス市明るい選挙推進協議会委員 小野　　站弘

現　市川三郷町明るい選挙推進協議会委員 岸本　　國雄

現　早川町選挙管理委員会委員長 和田　　平次

現　早川町選挙管理委員会委員 深沢　　福雄

現　大町市選挙管理委員会委員長 小林　　豊美

現　上田市選挙管理委員会委員長職務代理者 安藤　　民子

現　中野市明るい選挙推進協議会会長 西澤　　啓行

元　大町市選挙管理委員会委員長 伊藤　　昭

元　長野市選挙管理委員会委員長代理 越野　　要

現　松本市選挙管理委員会委員長 吉田　　弘壽

現　松本市選挙管理委員会委員 金井　　美穂

現　箕輪町明るい選挙推進協議会委員 井上　　彦七

現　松本市選挙管理委員会委員 中田　　秀子

現　大垣市選挙管理委員会委員長 　谷　　恒樹

現　高山市選挙管理委員会委員 野畑　　敬子

元　瑞浪市選挙管理委員会委員長 安藤　　八惠乃

現　羽島市選挙管理委員会委員 飯田　　耕一郎

元　山県市選挙管理委員会委員長 桐山　　綾子

元　瑞穂市選挙管理委員会委員長 髙田　　洋征

現　本巣市選挙管理委員会委員 伊藤　　美奈子

現　岐南町選挙管理委員会委員 加藤　　和夫

現　神戸町選挙管理委員会委員長 鷲見　　洋一

元　坂祝町選挙管理委員会委員 三品　　正隆
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職名　・　団体名 氏名

元　浜松市中区明るい選挙推進協議会推進委員 土屋　　京子

現　浜松市北区選挙管理委員会委員長 富田　　征彦

現　伊豆の国市明るい選挙推進協議会委員 澤木　　一朗

現　富士宮市明るい選挙推進協議会委員 望月　　かほる

現　下田市明るい選挙推進協議会会長 杉村　　忠

元　伊東市明るい選挙推進協議会会長 鈴木　　博一

元　浜松市天竜区明るい選挙推進協議会推進委員 髙橋　　節子

元　浜松市天竜区明るい選挙推進協議会推進委員 今井　　康子

現　磐田市明るい選挙推進協議会会長 河合　　俊彦

現　浜松市天竜区明るい選挙推進協議会推進委員 鈴木　　澄子

現  明るい選挙推進愛知県協議会委員 神野　　友実

現　名古屋市昭和区選挙管理委員会委員 新美　　三枝

現　明るい選挙名古屋市北区推進協議会会長 神野　　英之

現  大治町選挙管理委員会委員長 丹羽　　幸政

現　知立市選挙管理委員会委員長 岡田　　英理子

現  岩倉市選挙管理委員会委員長 田島　　幸康

現  蟹江町選挙管理委員会委員長 伊藤　　誠

現　一宮市選挙管理委員会委員 江崎　　勝子

元  あま市選挙管理委員会委員長 服部　　紀夫

現　東郷町選挙管理委員会委員長 近藤　　芳人

現　東浦町明るい選挙推進協議会委員 笠松　　千枝子

現　岡崎市選挙管理委員会委員 山本　　健司

現　津市明るい選挙推進協議会委員 田中　　久志

現　津市明るい選挙推進協議会委員 野垣内　敎子

現　四日市市明るい選挙推進協議会委員 山田　　眞美子

現　四日市市明るい選挙推進協議会委員 山本　　江里子

現　伊勢市明るい選挙推進協議会副会長 堀井　　和代

現　伊勢市明るい選挙推進協議会委員 加藤　　壽美子

元　尾鷲市明るい選挙推進協議会会長 相賀　　泰

現　亀山市明るい選挙推進協議会委員 佐野　　安子

現　亀山市明るい選挙推進協議会委員 田中　　元

元　いなべ市選挙管理委員会委員長 橋本　　

三
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職名　・　団体名 氏名

現　湖南市明るい選挙推進協議会会長 池上　　幸男

現　東近江市明るい選挙推進協議会委員 杉山　　正瑞

現　東近江市明るい選挙推進協議会委員 森野　　善一

現　米原市選挙管理委員会委員長 山﨑　　完一

現　米原市選挙管理委員会委員 塚田　　多佳子

現　舞鶴市明るい選挙推進協議会会長 鈴木　　貫一

現　八幡市選挙管理委員会委員 森井　　光男

現　南丹市選挙管理委員会委員長 田中　　貞雄

元　木津川市選挙管理委員会委員長 國光　　みゆき

現　宇治田原町選挙管理委員会委員長 谷口　　昭弘

元　和束町選挙管理委員会委員長 杉本　　　俊

現　精華町選挙管理委員会委員 福味　　由利子

現　京丹波町選挙管理委員会委員長 正田　　恭丈

現　伊根町選挙管理委員会委員 井上　　冏治

現　大阪市福島区選挙管理委員会委員長 吉﨑　　昌作

現　堺市明るい選挙推進協議会委員 浅香　　桂子

元　豊中市明るい選挙推進協議会委員 的場　　茂次郎

現　豊中市明るい選挙推進協議会委員 渡邉　　美代子

現　池田市明るい選挙推進協議会委員 西川　　祥子

現　池田市明るい選挙推進協議会副会長 前田　　豊子

現　吹田市明るい選挙推進協議会委員 髙田　　瑞枝

現　泉佐野市選挙管理委員会委員長 佐藤　　憲成

現　摂津市明るい選挙推進協議会委員 富木　　泰子

現　忠岡町明るい選挙推進協議会会長 大西　　英介
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職名　・　団体名 氏名

現　神戸市北区明るい選挙推進協議会会長 髙尾　　ひろ子

現　加古川市明るい選挙推進協議会会長 前田　　洋二

現　宝塚市明るい選挙推進協議会副会長 稲野　　秀子

現　三木市選挙管理委員会委員長 平田　　義則

現　高砂市選挙管理委員会委員長 嶋田　　利朗

現　川西市明るい選挙推進協議会副会長 岸　　　敬子

現　丹波篠山市明るい選挙推進協議会委員 小林　　一三

現　丹波市明るい選挙推進協議会会長 細見　　忠雄

現　たつの市選挙管理委員会委員 石田　　勝啓

現　播磨町選挙管理委員会委員長 宇佐美　隆史

元　太子町選挙管理委員会委員長 田中　　勝明

現　新温泉町選挙管理委員会委員長 安藤　　隆広

元　天理市選挙管理委員会委員長 堀内　　靖介

元　天理市選挙管理委員会委員 上田　　隆一

元　　城市選挙管理委員会委員長 𠮷𠮷村　　和雄

元　山添村選挙管理委員会委員長 西　　　忠則

元　平群町選挙管理委員会委員長 月田　　實

元　高取町選挙管理委員会委員 池　　　昭宣

元　天川村選挙管理委員会委員長 乾井　　昭淳

元　十津川村選挙管理委員会委員 馬場　　信成

元　十津川村選挙管理委員会委員 前岡　　大和

元　上北山村選挙管理委員会委員 中垣内　勉

現　田辺市選挙管理委員会委員 近藤　　千惠子

元　紀美野町選挙管理委員会委員 林　　　繁雄

元　かつらぎ町選挙管理委員会委員長 中川　　雅司

現　九度山町選挙管理委員会委員長 岡　　　好治

現　広川町選挙管理委員会委員 林　　　秀信

現　白浜町選挙管理委員会委員長 尾原　　茂雄
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職名　・　団体名 氏名

現　鳥取県選挙管理委員会委員長 相見　　愼

現　鳥取県選挙管理委員会委員 英　　　義人

現　智頭町明るい選挙推進協議会委員 德岡　　弘昭

現　三朝町明るい選挙推進協議会委員 米田　　則子

現　三朝町明るい選挙推進協議会委員 津村　　眞理子

現　智頭町明るい選挙推進協議会副会長 芦谷　　綠

現　湯梨浜町選挙管理委員会委員 本庄　　正志

現　鳥取市選挙管理委員会委員 森　　　英明

現　鳥取市明るい選挙推進協議会委員 前田　　千博

現　三朝町明るい選挙推進協議会委員 岩山　　一友

現　松江市明るい選挙推進協議会会長 山田　　安郎

現　松江市明るい選挙推進協議会副会長 三島　　千富美

現　松江市明るい選挙推進協議会委員 上川　　紀美子

現　松江市明るい選挙推進協議会委員 仙田　　節子

現　松江市明るい選挙推進協議会委員 藤原　　義広

現　益田市選挙管理委員会委員長職務代理者 佐々木　　征宏

現　雲南市選挙管理委員会委員 井田　　員子

現　雲南市選挙管理委員会委員 森山　　曉子

現　奥出雲町選挙管理委員会委員長 糸原　　健二

現　奥出雲町選挙管理委員会委員長職務代理者 　

元　岡山市中区明るい選挙推進協議会推進委員 内田　　蓉子

現　岡山市中区明るい選挙推進協議会推進委員 岡　　　正義

現　岡山市中区明るい選挙推進協議会推進委員 西田　　郁子

現　笠岡市明るい選挙推進協議会常任推進委員 伊藤　　邦子

現　笠岡市明るい選挙推進協議会常任推進委員 長安　　政雄

現　和気町選挙管理委員会委員長 坂本　　睦士

現　早島町選挙管理委員会委員長 豊倉　　勝男

現　吉備中央町選挙管理委員会委員長 浮森　　克憲

現　吉備中央町選挙管理委員会委員 難波　　良子
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職名　・　団体名 氏名

元　広島県明るい選挙推進協議会会長 岡山　　和彦

現　広島市中区明るい選挙推進協議会委員 中川　　千惠子

現　広島市中区明るい選挙推進協議会委員 石本　　都美江

現　広島市安佐北区明るい選挙推進協議会副会長 中山　　幸子

元　大竹市選挙管理委員会委員長 平池　　相子

現　神石高原町選挙管理委員会委員 小坂　　芙美

現　海田町選挙管理委員会委員 江田　　幾代

現　廿日市市選挙管理委員会委員長 荒木　　嘉信

現　福山市明るい選挙推進協議会副会長 小林　　貞子

元　安芸太田町選挙管理委員会委員 河野　　佳以子

現　山口県明るい選挙推進協議会理事 青木　　美弥子

元　山口県明るい選挙推進協議会理事 赤星　　香

現　上関町選挙管理委員会委員長職務代理 石山　　泰人

元　光市明るい選挙推進協議会副会長 河野　　伊和

現　光市選挙管理委員会委員長職務代理者 門出　　肇

現　山陽小野田市明るい選挙推進協議会会長 大﨑　　京子

現　防府市明るい選挙推進協議会委員 門田　　美和子

現　光市選挙管理委員会委員長 岡室　　勝

現　長門市選挙管理委員会委員長 伊達　　敏雄

現　徳島県明るい選挙推進協議会連合会委員 橋本　　千栄子

元　鳴門市選挙管理委員会委員長 金澤　　博子

現　鳴門市明るい選挙推進協議会副会長 河野　　千代子

現　阿南市明るい選挙推進協議会副会長 三橋　　和江

元　上勝町選挙管理委員会委員長 山崎　　淳正

元　美波町選挙管理委員会委員長 片山　　興自

現　松茂町選挙管理委員会委員長 大坪　　章夫

現　北島町選挙管理委員会委員長 小倉　　長夫

現　上板町明るい選挙推進協議会副会長 日下　　和芳

現　東みよし町明るい選挙推進協議会委員 吉田　　憲雄
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職名　・　団体名 氏名

現　直島町選挙管理委員会委員 廣田　　秀樹

元　高松市明るい選挙推進協議会委員 谷本　　浩

元　高松市明るい選挙推進協議会委員 浦賀　　　雄

元　高松市明るい選挙推進協議会委員 田坂　　宣子

元　高松市選挙管理委員会委員長 中林　　稔

元　まんのう町選挙管理委員会委員長 森藤　　勉

元　坂出市選挙管理委員会委員 綾　　　宣雄

元　坂出市選挙管理委員会委員 　瀨　　敬子

現　直島町選挙管理委員会委員 小山　　公望

現　土庄町選挙管理委員会委員 木下　　孝司

現　新居浜市明るい選挙推進協議会委員 濱田　　器

現　四国中央市選挙管理委員会委員 合田　　省三

現　伊予市明るい選挙推進協議会委員 德本　　八重子

現　八幡浜市選挙管理委員会委員長 菊池　　功三

現　松前町選挙管理委員会委員長 横田　　啓元

現　砥部町選挙管理委員会委員長 西岡　　英和

元　西予市明るい選挙推進協議会会長 山中　　宣榮

元　大洲市選挙管理委員会委員 河野　　　昌

現　伊予市選挙管理委員会委員 海田　　益久

現　大洲市選挙管理委員会委員 　堂　　教

現　高知県明るい選挙推進協議会副会長 上原　　惠子

現　高知県明るい選挙推進協議会委員 元吉　　正子

元　南国市選挙管理委員会委員 隅田　　道代

元　南国市明るい選挙推進協議会副会長 門田　　佐智子

現　南国市明るい選挙推進協議会会長 水田　　敬二

現　香美市選挙管理委員会委員長職務代理者 西　　　幸恵
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職名　・　団体名 氏名

現　芦屋町明るい選挙推進協議会副会長 原　　　ミチヱ

現　筑紫野市選挙管理委員会委員長 森田　　陽子

現　柳川市選挙管理委員会委員長 山田　　孝一

現　糸島市選挙管理委員会委員長 市丸　　宗雄

元　苅田町選挙管理委員会委員長 古田　　功

現　大刀洗町選挙管理委員会委員長 中島　　誠

元　嘉麻市選挙管理委員会委員長 和田　　秀明

元　筑後市選挙管理委員会委員長 塚本　　弐郎

現　中間市選挙管理委員会委員 井上　　俊子

現　久留米市明るい選挙推進協議会副会長 田島　　スマ子

現　鞍手町選挙管理委員会委員長 野中　　照彦

現　広川町選挙管理委員会委員長 末次　　静憲

現　佐賀県明るい選挙推進協議会委員 坂田　　艶子

現　佐賀県明るい選挙推進協議会委員 田中　　善郎

現　佐賀市明るい選挙推進協議会会長 山崎　　佐智子

現　多久市選挙管理委員会委員 金子　　純子

現　多久市選挙管理委員会委員長 小森　　弘

現　伊万里市選挙管理委員会委員長 岩永　　孝雄

現　小城市選挙管理委員会委員 土井　　利秋

現　小城市明るい選挙推進協議会委員 北島　　一美

現　嬉野市選挙管理委員会委員 佛坂　　和子

現　大町町選挙管理委員会委員 下村　　勝次

現　島原市明るい選挙推進協議会理事 杉野　　房子

現　諫早市明るい選挙推進協議会委員 堀　　　嫩

現　松浦市明るい選挙推進協議会会長 山﨑　　昭

現　五島市選挙管理委員会委員長 川村　　久治

現　五島市明るい選挙推進協議会会長 濱邊　　廣

現　南島原市選挙管理委員会委員 中村　　正彦

現　長与町選挙管理委員会委員 馬場　　芳子

現　波佐見町選挙管理委員会委員 中山　　陽子

現　新上五島町選挙管理委員会委員長 明石　　仁

現　島原市明るい選挙推進協議会理事 松﨑　　富子
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職名　・　団体名 氏名

現　熊本県選挙管理委員会委員 内村　　公春

現　熊本市明るい選挙推進協議会委員 田川　　式子

現　水俣市選挙管理委員会委員長 松田　　喜正

現　天草市選挙管理委員会委員 山本　　清人

現　山鹿市明るい選挙推進協議会委員 前川　　幸惠

元　菊池市選挙管理委員会委員長 中野　　　馬

現　阿蘇市選挙管理委員会委員長 佐藤　　照司

元　菊陽町選挙管理委員会委員 古庄　　久則

現　芦北町選挙管理委員会委員長 中川　　　司

現　津奈木町選挙管理委員会委員 堀　　　和弘

現　相良村選挙管理委員会委員 ※肥　　聖嘉

現　山江村選挙管理委員会委員長 城子　　サダ子

現　大分県明るい選挙推進協議会委員 橋本　　順子

現　佐伯市選挙管理委員会委員長 田村　　徹

現　佐伯市選挙管理委員会委員 阿部　　英二郎

現　佐伯市選挙管理委員会委員 平山　　晉

現　竹田市選挙管理委員会委員 木村　　信義

現　竹田市選挙管理委員会委員 吉野　　眞正

現　竹田市選挙管理委員会委員 穴見　　一男

元　国東市選挙管理委員会委員長 河野　　忠義

元　国東市選挙管理委員会委員 德丸　　憲士

現　延岡市明るい選挙推進協議会委員 尾方　　一之

現　小林市選挙管理委員会委員 中野　　武夫

現　串間市選挙管理委員会委員 日髙　　廣志

現　串間市明るい選挙推進協議会委員 水元　　榮子

現　高鍋町選挙管理委員会委員長 吉川　　雅聰

元　新富町選挙管理委員会委員長 秋山　　邦敏

元　新富町選挙管理委員会委員長 髙正　　昭一

現　新富町明るい選挙推進協議会会長 橋口　　澄子

現　新富町明るい選挙推進協議会委員 比江嶋　隆一

現　西米良村選挙管理委員会委員 黒木　　祝子
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現　鹿児島県明るい選挙推進協議会副会長 藤田　　秀郷

現　鹿児島県明るい選挙推進協議会委員 永山　　惠子

現　鹿児島県明るい選挙推進協議会委員 内村　　凉惠

現　西之表市明るい選挙推進協議会副会長 鮫元　　ミツ子

現　奄美市明るい選挙推進協議会副会長 時　　　峯子

元　奄美市明るい選挙推進協議会副会長　 藤﨑　　美代子

現　奄美市明るい選挙推進協議会委員 南　　　俊子

元　奄美市明るい選挙推進協議会幹事 與倉　　菖子

現　奄美市明るい選挙推進協議会幹事 南　　　京子

現　大和村選挙管理委員会委員長 森　　　忠夫

現　瀬戸内町明るい選挙推進協議会副会長 榮　　　益宏

現　徳之島町明るい選挙推進協議会委員 中野　　高子

現　那覇市明るい選挙推進協議会委員 具志　　千代子

現　那覇市明るい選挙推進協議会委員 小渡　　文子

現　南城市選挙管理委員会委員長 照屋　　盛康

元　南城市選挙管理委員会委員 前城　　順子

現　国頭村選挙管理委員会委員 前原　　芳江

現　国頭村選挙管理委員会委員 宮城　　親秀

現　本部町選挙管理委員会委員 高良　　和信

現　本部町選挙管理委員会委員 喜屋武　隆男

現　与那原町選挙管理委員会委員長 又吉　　丈夫

現　与那原町選挙管理委員会 上原　　秀雄

現　那覇市明るい選挙推進協議会委員 喜屋武　静子
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