
○任期は、平成３０年８月1日～平成３３年８月２日まで

地　区 氏　　名 地　区 氏　　名 地　区 氏　　名

1 福井・奥越 坪川   哲也 44 福井・奥越 川口　　孝誠 89 福井・奥越 竹内   伸一

2 福井・奥越 藤野   義一 45 福井・奥越 中尾　　　輝 90 福井・奥越 志田   昌佳

3 福井・奥越 塩田   照子 46 福井・奥越 佐々木　　渉 91 福井・奥越 松田      稔

福井・奥越 佐藤   昌雄 47 福井・奥越 東部　　高士 92 福井・奥越 藤木   尚徳

4 福井・奥越 岡山   和由 48 福井・奥越 吉村　　　恵 93 福井・奥越 山本   由子

5 福井・奥越 髙井   敏弘 49 福井・奥越 久野　　昌美 94 福井・奥越 木下   貴志

6 福井・奥越 土田   茂善 50 福井・奥越 梅田  文四郎 95 福井・奥越 山本   誠二

7 福井・奥越 牧野   守泰 51 福井・奥越 長谷川　光弘 96 福井・奥越 徳岡  こよし

8 福井・奥越 水嶋   伸宏 52 福井・奥越 宇野　　孝則 97 福井・奥越 宇佐美卓児

9 福井・奥越 田中   早苗 53 福井・奥越 佐々木  幹夫

福井・奥越 栗原   祐二 54 福井・奥越 渡辺　 芳晴 1 丹案地区 池田   清隆

10 福井・奥越 土田   茂隆  55 福井・奥越 大永   雅裕 2 丹案地区 上田   正樹

11 福井・奥越 砂長谷 佳幸 56 福井・奥越 藤澤   隆一 3 丹案地区 桶谷   洋介

12 福井・奥越 早川   定明 57 福井・奥越 坂元　 淳一 4 丹案地区 大塚　 正宏

13 福井・奥越 松尾   昭一 58 福井・奥越 東      暁良 5 丹案地区 島　 由太郎

14 福井・奥越 岡本   耕至 59 福井・奥越 富田   浩彦 6 丹案地区 五島　 輝幸

15 福井・奥越 佐藤   信一 60 福井・奥越 丹尾   宏司 7 丹案地区 笠島　 邦生

16 福井・奥越 五十嵐   浩 61 福井・奥越 玉村　 利成 8 丹案地区 宮本   光男

17 福井・奥越 五十嵐友一 62 福井・奥越 内田   善弘 9 丹案地区 大西   正通

18 福井・奥越 星野   晃一 63 福井・奥越 出倉   賞一 10 丹案地区 仲保   春義

19 福井・奥越 笠松   達夫 64 福井・奥越 荒谷  　  誠 11 丹案地区 臼屋 祐樹夫

20 福井・奥越 生水   清隆 65 福井・奥越 伊与   和伸 12 丹案地区 中村    　裕

21 福井・奥越 山崎   正勝 66 福井・奥越 藤本　 洋介 13 丹案地区 尾鳥   福昭

22 福井・奥越 川崎   則明 67 福井・奥越 山本      治 14 丹案地区 村田　桂三

23 福井・奥越 高波　憲治 68 福井・奥越 青木   長栄 15 丹案地区 清水   彰裕

24 福井・奥越 青木　秀之 69 福井・奥越 田中   幹二 16 丹案地区 高嶋   高一

25 福井・奥越 前田　敏博 70 福井・奥越 八十嶋 光信 17 丹案地区 奥田   鈴香

26 福井・奥越 市岡　裕規 71 福井・奥越 荒木   晴喜 18 丹案地区 宇都宮智之

27 福井・奥越 大木　康裕 72 福井・奥越 辻      勝博 19 丹案地区 稲本   政浩

28 福井・奥越 清水　祐樹 73 福井・奥越 大久保智也 20 丹案地区 宮本   光男

29 福井・奥越 北嶋　さおり 74 福井・奥越 鷹      直毅 21 丹案地区 宇野   昌敏

30 福井・奥越 木村喜代孝 75 福井・奥越 瓜生   和弘 22 丹案地区 中村   重人

31 福井・奥越 大道   慎治 76 福井・奥越 吉田   貴美 23 丹案地区 原       裕一

32 福井・奥越 中村   裕治 77 福井・奥越 増田   広見

33 福井・奥越 西田   幸治 78 福井・奥越 内田   隼人

34 福井・奥越 斎藤   裕貴 79 福井・奥越 久津見心次 1 嶺南地区 池田   保典

35 福井・奥越 西田   圭宏 80 福井・奥越 中島   珠実 2 嶺南地区 辰巳   正樹

36 福井・奥越 藤田   隆寛 81 福井・奥越 山内   和美 3 嶺南地区 西村   五郎

37 福井・奥越 伊與   佳克 82 福井・奥越 宮越   正典 4 嶺南地区 橋本   成由

38 福井・奥越 今井   和洋 83 福井・奥越 高橋喜代美 5 嶺南地区 國立   淳一

39 福井・奥越 松原   淑裕 84 福井・奥越 加藤      勝 6 嶺南地区 有川   和也

40 福井・奥越 米澤　真人 85 福井・奥越 北嶋 やよい 7 嶺南地区 中川　　　翔

41 福井・奥越 宮崎　 研吾 86 福井・奥越 朝日   利昭 8 嶺南地区 河村   静香

42 福井・奥越 玉村　 敏則 87 福井・奥越 堀      雅幸 9 嶺南地区 藤村富美男

43 福井・奥越 山本　 俊正 88 福井・奥越 深谷   直也 10 嶺南地区 角野   幹夫

福井県地域共済生活協同組合

福井・奥越地区　（９７名）　　　丹南地区　（２３名）　　嶺南地区　（１０名）　　総数　（１３０名）

平成30年度総代名簿


