
自由民主党神奈川県支部連合会 役員一覧　〔任期満了：令4年3月31日〕

令和3年2月13日 現在

会長 小此木八郎
　副会長 坂井　学 山際大志郎 堀江則之 牧島　功 松田良昭 竹内英明 持田文男 森　正明 小川久仁子
名誉顧問 小泉純一郎 河野洋平 菅　義偉
特別顧問 梅沢健治 甘利  明 河野太郎
常任顧問 田中和德 山際大志郎 坂井　学 赤間二郎 義家弘介 鈴木馨祐 小泉進次郎 星野剛士 中山展宏

山本朋広 牧島かれん 三谷英弘 島村　大 三原じゅん子 中西健治
顧問 斎藤文夫 鈴木恒夫 亀井善太郎 川口順子 小泉昭男

山田吉三郎 新堀豊彦 鈴木一誠 横山哲夫 斎藤達也 久保寺邦夫 石井源眞
藤代耕一 大久保純男 原　修一

相談役 有井　清 今村文治 石渡恒夫 大川良一 奥本信子 川田　哲 川本守彦 菊岡正和 木所　章
草間時彦 工藤誠一 小山俊一 坂倉　徹 鈴木　武 鶴岡裕亮 冨岡正子 林　英一 平山方夫
平山正晴 堀内資公 森　　洋 山口　宏 吉田修一

幹事長 土井隆典
　筆頭副幹事長 梅沢裕之
　副幹事長 長田進治（政調会担当） 加藤元弥（広報本部担当） 河本文雄（組織本部担当） 原　聡祐（組織本部担当）

藤代優也（広報本部担当） 新堀史明（組織本部担当） 小澤良央（県民運動本部担当）

梶村　充（横浜市連幹事長） 大島　明（川崎市連幹事長）

総務会会長 桐生秀昭
　総務会長代理 杉本　透
　総務 坂井　学 山際大志郎 牧島　功 松田良昭 竹内英明 土井隆典 嶋村　公 梅沢裕之 小島健一

国松　誠 新井絹世 芥川　薫 川崎修平 梶村　充 大島　明 田辺昭人 笹野寿美恵
政務調査会会長 嶋村　公
　副会長 長田進治（担当副幹事長） 新井絹世 高橋栄一郎 山口貴裕 山本　哲 川崎修平 高橋延幸
　 関　勝則（横浜市連政調会長） 松原成文（川崎市連政調会長） 田辺昭人
国政連絡会会長 坂井　学
　事務局長 島村　大

所属国会議員
組織本部本部長 小島健一
　副本部長 河本文雄（担当副幹事長） 細谷政幸 杉山信雄

柳下　剛 新井絹世 原　聡祐（担当副幹事長） 田中徳一郎 新堀史明（担当副幹事長） 川崎修平 笹野寿美恵
渡邊忠則（横浜市連組織委員長）青木功雄（川崎市連組織委員長）

　女性局長 笹野寿美恵
　　局長代理 神田眞弓
　  次長 高橋徳美(横浜市連女性局長) 柏木智寿子(川崎市連女性局長)

　　相談役 冨岡正子
　女性議員局長 新井絹世
　　顧問 牧島かれん 三原じゅん子
　　相談役 小川久仁子
　　次長 内田美保子 永田磨梨奈 高橋徳美 伏見幸枝 東みちよ 山田瑛理 吉沢直美
　青年総局長 川崎修平
　　幹事長 田中信次
　　次長 田中徳一郎 神倉寛明 田村雄介 武田　翔 永田磨梨奈 桝　晴太郎 大村　悠

草間　剛(横浜市連青年局長) 小野倫太郎(川崎市連青年局長)

　青年局長 尾花寛昭
　学生部長 佐藤諒太
　　副部長 村井浩亮 池下政皓
　市町村議員協議会会長 田辺昭人
　　　　　　　　幹事長 杉崎隆之
　地域連合支部長会 地域連合支部支部長  
　職域支部長会 職域支部支部長
　国会秘書会会長 平林　悟 (国会秘書会の構成＝県内衆参国会議員秘書)

広報本部本部長 国松　誠 　
　副本部長 加藤元弥(担当副幹事長) 藤代優也(担当副幹事長) 藤代哲夫（横浜市連広報委員長）橋本　勝（川崎市連広報委員長）

　広報局長 敷田博昭
　　副局長 綱嶋洋一
　　次長 市川和広 川本　学 山口美津夫 永田輝樹
　ＩＴ局長 高橋栄一郎
　　副局長 渡辺紀之
　　次長 石川　巧 武田　翔 小澤良央 加藤　剛 永田磨梨奈
　遊説局長 藤代優也
　　副局長 山口貴裕
　　次長 神倉寛明 田中信次 田村雄介 桝　晴太郎 大村　悠
経理局長 磯本桂太郎
会計監査 石井源眞 持田和夫
基本問題調査会会長 杉本　透
総裁選挙管理委員会委員長 土井隆典
　委員長代理 梅沢裕之
　委員 長田進治 加藤元弥 原　聡祐 藤代優也 新堀史明 小澤良央 笹野寿美恵 川崎修平

梶村　充 大島　明
県連会長選挙管理委員 新井絹世 桐生秀昭 梅沢裕之 永田磨梨奈 松田良昭 磯本桂太郎 嶋村　公 小島健一 土井隆典

(衆院選挙区ごとに１名選任) 田中徳一郎 竹内英明 国松　誠 長田進治 河本文雄 森　正明 堀江則之 杉本　透 持田文男
党紀委員会委員長 松田良昭
　副委員長 竹内英明
　委員 森　正明 坂井　学 山際大志郎 小川久仁子 磯本桂太郎 持田和夫
企画調整会議 (執行部会) 土井隆典 竹内英明 小島健一 桐生秀昭 嶋村　公 梅沢裕之 磯本桂太郎 国松　誠 長田進治

加藤元弥 河本文雄 原　聡祐 藤代優也 新堀史明 芥川　薫 小澤良央 川崎修平 笹野寿美恵
梶村　充 大島　明

かながわ自民党未来カレッジ　校長 土井隆典
　副校長 梅沢裕之 長田進治 加藤元弥 河本文雄 原　聡祐 藤代優也 新堀史明 小澤良央
県民運動本部 本部長 芥川　薫
　副本部長 石川　巧
　委員 新堀史明 綱嶋洋一 山本　哲 市川和広 川本　学 小澤良央 神倉寛明 川崎修平 田中信次

田村雄介 武田　翔 高橋延幸 山口美津夫 永田輝樹 加藤　剛 永田磨梨奈 桝　晴太郎 大村　悠
憲法改正推進委員会委員長 松田良昭
　事務局長 田中徳一郎
　委員 島村　大 嶋村　公 梅沢裕之 小島健一 関　勝則（横浜市連政調会長） 松原成文（川崎市連政調会長） 田辺昭人


