
歴 代 就 任 退 任

村　長 初　代 二　瓶　勝　介 明治22年 6月11日 明治30年 4月 5日

二　代 菊　池　常五郎 〃　30． 4．12　 〃　30．10．13　

三　代 川　島　中　作 〃　30．11．15　 〃　31． 5． 5　

四　代 二　瓶　勝　介 〃　31． 6．13　 大正 9． 2． 3　

五　代 山　本　雄太郎 大正 9． 4． 6　 昭和 7． 4．12　

六　代 大　場　金太郎 昭和 7． 7． 7　 〃　15． 7． 7　

七　代 山　本　角次郎 〃　15． 9．23　 〃　19． 9．22　

八　代 手間本　作之丞 〃　19．10． 4　 〃　21．10．15　

九　代 竹　川　松　蔵 〃　22． 4． 5　 〃　28． 7．23　

十　代 二本柳　栄太郎 〃　28． 8．15　 〃　40． 8．14　

十一代 川　畑　義　雄 〃　40． 8．15　 〃　52． 8．14　

十二代 中　村　由　蔵 〃　52． 8．15　 〃　56． 8．14　

十三代 川原田　敬　造 〃　56． 8．15　 平成 9． 2．24　

十四代 越　善　靖　夫 平成 9． 4．13　 令和 3． 4．12　

十五代 畑　中　稔　朗 令和 3． 4．13　 現　　　職

副村長 初　代 村　木　謙　造 明治22年 6月 5日 明治31年 4月 5日

二　代 二　瓶　勝　介 〃　31． 4．29　 〃　31． 6．13　

三　代 村　木　謙　造 〃　32． 4．11　 〃　39． 8． 5　

四　代 山　本　豊　吉 〃　39． 8．15　 大正14．12．31　

五　代 山　本　角次郎 大正15． 4． 9　 昭和15． 9．23　

六　代 木　村　鉄　治 昭和15．12．31　 〃　22． 4． 8　

七　代 川　畑　義　雄 〃　22． 6．30　 〃　40． 8． 2　

八　代 中　村　由　蔵 〃　40． 8．25　 〃　52． 4． 4　

九　代 川原田　敬　造 〃　52． 8．30　 〃　56． 5． 6　

十　代 森　　　勇　男 〃　56． 8．30　 平成 5． 8．29　

十一代 越　善　靖　夫 平成 5． 8．30　 〃　 9． 3．18　

十二代 田　野　武　光 〃　 9． 4．26　 〃　21． 4．25　

十三代 吉　澤　俊　弘 〃　21． 8．20　 〃　24． 1．18　

十四代 林　　　春　美 〃　24． 3．30　 令和 3． 4．12　

収入役 初　代 沢　野　喜　八 大正 9年 3月 5日 昭和16年 6月19日

二　代 川　畑　義　雄 昭和16． 6．19　 〃　23． 2．18　

三　代 中　村　由　蔵 〃　23． 6．30　 〃　40．11．25　

四　代 川原田　敬　造 〃　40．12．25　 〃　52． 8．29　

五　代 沢　野　信　吾 〃　52． 8．30　 〃　56． 8．29　

六　代 二本柳　年　甫 〃　56． 8．30　 平成 5． 8．29　

七　代 畑　中　昭　次 平成 5． 8．30　 〃　13． 8．29　

八　代 吉　澤　俊　弘 〃　13． 8．30　 〃　21． 8．19　

※副村長は地方自治法改正により平成19年4月1日から設置。助役は廃止。

※収入役は地方自治法改正により廃止。

歴 代 就 任 退 任

教育長 初　代 森　　　勇　男 昭和28年 4月 1日 昭和52年 4月 4日

二　代 二　木　浅　光 〃　52． 6． 1　 〃　59． 9．30　

三　代 伊勢田　烝　治 〃　59．12． 2　 平成10． 7．18　

四　代 坂　本　　　覺 平成10． 9．10　 〃　16．12． 1　

五　代 川　畑　修　二 〃　16．12． 2　 〃　24．12． 1　

六　代 奥　島　涼　子 〃　25． 4． 1　 現　　　職
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