
富士河口湖町議会議員役職一覧

No

外川 満

古屋　実

長)渡辺 英之 副)古屋　実 外川 満 渡辺 武則 中野 貴民

山下 利夫 佐藤 安子 小佐野 快 三浦 康夫

長)堀内 昭登 副)山下 利夫 中村 拓郎 古屋　実 渡辺 英之

佐藤 安子 倉沢 鶴義

長)渡辺 美雄 副)中村 拓郎 古屋 幹吉 井出 正広 外川 満

渡辺 武則 梶原 義美 堀内 昭登

長）古屋 幹吉 副)梶原 義美 中村 拓郎 古屋　実 渡辺 英之

渡辺 武則 渡辺 美雄 山下 利夫

長）梶原 義美 副)倉沢 鶴義 古屋 幹吉 渡辺 英之 渡辺 武則

渡辺 美雄 堀内 昭登 三浦 康夫

中野 貴民

渡辺 英之 渡辺 美雄 中野 貴民 佐藤 安子

倉沢 鶴義

中村 拓郎 古屋　実 古屋 幹吉 渡辺 英之 渡辺 武則

渡辺 美雄 中野 貴民 山下 利夫 三浦 康夫

古屋 幹吉 渡辺 英之 井出 正広 渡辺 美雄 中野 貴民

梶原 義美 倉沢 鶴義

中村 拓郎

古屋　実 古屋 幹吉 渡辺 英之 井出 正広 渡辺 美雄

中野 貴民 梶原 義美

渡辺 武則 山下 利夫 小佐野 快 三浦 康夫 倉沢 鶴義

中野 貴民 倉沢 鶴義

渡辺 英之 中野 貴民

古屋 幹吉 渡辺 美雄

堀内 昭登

中村 拓郎

中村 拓郎

小佐野 快 倉沢 鶴義

三浦 康夫

小立財産区管理会委員

大石財産区管理会委員

富士・東部広域環境事務組合議員(2)

産経土木常任委員会委員(11)

9

12

14

16

17

18

15

役　職（定数）

勝山財産区管理会委員

総務常任委員会委員(11)2

文教社会常任委員会委員(11)

青木が原ごみ処理組合議会議員(5)

船津財産区管理会委員

議　員　氏　名
令和4年9月26日現在

監査委員(1)

富士五湖広域行政事務組合議会議員
(4)

10 青木ヶ原衛生センター議会議員(9)

13 河口湖南中学校組合議会議員

11
鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護
組合議会議員

山梨県後期高齢者医療広域連合議会
議員(1)

河口木無山外六字恩賜県有財産保護
組合議会議員

議会副議長

5 議会広報常任委員会委員(8)

6 議会運営委員会委員(8)

議会議長

3

4

7

8

1

西深沢外十三恩賜県有財産保護財産
区管理会委員

河口財産区管理会委員

長浜財産区管理会委員

19

20

21

22



No 役　職（定数） 議　員　氏　名
令和4年9月26日現在

中村 拓郎 古屋　実 渡辺 美雄 中野 貴民 山下 利夫

佐藤 安子 小佐野 快 堀内 昭登 三浦 康夫 倉沢 鶴義

古屋　実 古屋 幹吉 渡辺 英之 井出 正広 中野 貴民

小佐野 快 梶原 義美

中村 拓郎 古屋 幹吉 中野 貴民 山下 利夫

渡辺 美雄 山下 利夫 三浦 康夫 倉沢 鶴義

古屋　実 渡辺 英之 佐藤 安子 小佐野 快 梶原 義美

古屋 幹吉 梶原 義美 三浦 康夫

中野 貴民 堀内 昭登

渡辺 武則 渡辺 美雄 山下 利夫

外川 満 佐藤 安子 堀内 昭登

渡辺 武則 三浦 康夫

渡辺 英之 渡辺 武則 中野 貴民 小佐野 快 三浦 康夫

倉沢 鶴義

渡辺 美雄 中野 貴民 梶原 義美 三浦 康夫 倉沢 鶴義

古屋 幹吉 渡辺 英之 渡辺 武則 渡辺 美雄 佐藤 安子

小佐野 快 堀内 昭登 三浦 康夫 倉沢 鶴義

長)倉沢 鶴義 副)中村 拓郎

長)三浦 康夫 副)小佐野 快

34

富士河口湖町消防委員会(4)

富士河口湖町都市計画審議会委員(4)

富士河口湖町国民健康保険運営協議
会委員(5)

富士河口湖町介護保険運営協議会委
員(3)

富士河口湖町地下水保全審議会委員

富士河口湖町温泉事業運営審議会委
員(3)

河口湖簡易水道事業運営審議会委員

26

27

青木ヶ原外七字及び小合山外七字恩
賜県有財産保護財産区管理会委員

精進財産区管理会委員

本栖財産区管理会委員

大室山外三十字恩賜県有財産保護財
産区管理会委員

富士ヶ嶺財産区管理会委員

28

29

44

43
地域振興協議会委員
（船津、小立、河口、大石、勝山、
足和田)

41
富士河口湖町公共下水道審議会委員
(6)

山梨赤十字病院運営協議会委員(5)

富士山世界文化遺産保存管理推進特
別委員会

議会改革推進特別委員会45

42

大嵐財産区管理会委員

39

40

西湖財産区管理会委員23

上九一色簡易水道事業運営審議会委
員

富士河口湖町河口湖治水委員会委員

富士河口湖町水道運営審議会委員

35

36

37

38

30

31

24

25

足和田簡易水道事業運営審議会委員

32

33


