
全国共済農業協同組合連合会　役員名簿

経営管理委員会（23名）

役職名 氏　名 （かな） 組織・役職名

会長 市村　幸太郎 （いちむら　こうたろう） 兵庫西農業協同組合（兵庫） 代表理事組合長 再任

副会長 西　　一司 （にし かずし） オホーツクはまなす農業協同組合（北海道） 会長理事 新任

副会長 小崎　憲一 （こざき けんいち） 熊本宇城農業協同組合（熊本） 会長理事 新任

委　員 阿保　直延 （あぼ なおのぶ） 津軽みらい農業協同組合（青森） 会長理事 新任

委　員 久保　憲雄 （くぼ のりお） 新岩手農業協同組合（岩手） 会長理事 新任

委　員 若林　龍司 （わかばやし りゅうじ） 南彩農業協同組合（埼玉） 会長理事 再任

委　員 林　　茂壽 （はやし しげとし） 千葉みらい農業協同組合（千葉） 組合長理事 新任

委　員 長嶋　喜満 （ながしま よしみつ） さがみ農業協同組合（神奈川） 代表理事会長 新任

委　員 關本　得郎 （せきもと とくを） 笛吹農業協同組合（山梨） 代表理事会長 新任

委　員 室井　敏雄 （むろい としお） なのはな農業協同組合（富山） 代表理事組合長 再任

委　員 西沢　耕一 （にしざわ こういち） 小松市農業協同組合（石川） 代表理事組合長 再任

委　員 鈴木　　勝 （すずき まさる） 遠州中央農業協同組合（静岡） 経営管理委員会名誉会長 新任

委　員 前田　　隆 （まえだ たかし） あいち知多農業協同組合（愛知） 代表理事組合長 新任

委　員 中川　泰宏 （なかがわ　やすひろ） 京都農業協同組合（京都） 会長 再任

委　員 岸本　隆之 （きしもと たかゆき） 大阪北部農業協同組合（大阪） 代表理事組合長 新任

委　員 谷本　晴美 （たにもと はるみ） 鳥取西部農業協同組合（鳥取） 代表理事組合長 新任

委　員 山本　清志 （やまもと きよし） 岡山西農業協同組合（岡山） 代表理事組合長 再任

委　員 曽川　則昭 （そがわ　のりあき） 香川県信用農業協同組合連合会（香川） 経営管理委員会会長 新任

委　員 久岡　　隆 （ひさおか　たかし） 高知県信用農業協同組合連合会（高知） 経営管理委員会会長 再任

委　員 香月　　保 （かつき たもつ） 北九州農業協同組合（福岡） 代表理事組合長 新任

委　員 山中　勝義 （やまなか かつよし） 長崎県農業協同組合中央会（長崎） 会長 再任

委　員 河野　康弘 （かわの やすひろ） 尾鈴農業協同組合（宮崎） 代表理事組合長 新任

委　員 鈴木　直 （すずき　なおし） 公益社団法人　全国農業共済協会 常務理事 再任 (注1)

(注1)公益社団法人全国農業共済協会は、定款第11条第2項に規定する正会員ではありません。

備考
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全国共済農業協同組合連合会



　

理事会（10名）

役職名 氏　名 （かな）

代表理事理事長 柳井　二三夫 (やない　ふみお) 新任 　前 代表理事専務

代 表 理 事 専 務 三間　真一 (みま　しんいち) 新任 　前 常務理事

代 表 理 事 専 務 村山　美彦 (むらやま　よしひこ) 新任 　前 常務理事

代 表 理 事 専 務 秋元　雅博 (あきもと　まさひろ) 新任 　前 常務理事

常 務 理 事 石戸谷　浩徳 （いしとや　ひろのり） 再任

常 務 理 事 吉村　保繁 (よしむら　やすしげ) 再任

常 務 理 事 山田　康弘 （やまだ　やすひろ） 再任

常 務 理 事 歸山　好尚 （きやま　よしなお） 新任 　前 ㈱中央コンピュータシステム 常務取締役

常 務 理 事 有長　光司 （ありなが　こうじ） 新任 　前 農林中金全共連アセットマネジメント㈱ 代表取締役副社長

常 務 理 事 長島　佳史 （ながしま　よしふみ） 新任 　前 全国本部経営管理部長

備　　考

監事会（5名）

役職名 氏　名 （かな） 組織・役職名

常 勤 監 事 （ひろや　げんゆう） 再任  (注2)

常 勤 監 事 曽根　健次 （そね　　けんじ） 再任

常 勤 監 事 加賀　尚彦 （かが　　よしひこ） 新任  前 全国農業協同組合中央会 常務理事

監 事 甘利　公人 （あまり　きみと） 上智大学法学部　教授 再任

監 事 小松　初男 （こまつ　はつお） 虎の門法律事務所　弁護士 再任

備考
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