
　　　　　　              　　　　役　　　員　　　名　　　簿       （令和4年8月１日現在）

役職名 氏名 郵便番号 事務所（又は住所） 常勤・非常勤の別

理事長 西岡　孝之 965-0801 会津若松市宮町4番45号 非常勤

副理事長 有我　晴輝 963-8874 郡山市深沢一丁目2番9号 非常勤

常任理事 堀川　浩一 975-0005 南相馬市原町区二見町二丁目2番地 非常勤

理事
県北地区担当

板垣　勇樹 960-1102 福島市永井川字沢田46番地の5 非常勤

理事
県中地区担当

國井　賞造 963-0201 郡山市大槻町字菅田53番地3 非常勤

理事
須賀川地区担当

車田　文昭 963-6312 石川郡玉川村大字蒜生字羽根石61番地の1 非常勤

理事
県南地区担当

原田　昌明 961-0856 白河市明戸53番地3 非常勤

理事
いわき地区担当

武藤　行典 970-8036 いわき市平谷川瀬一丁目1番地の7 非常勤

理事
相双地区担当

渡邉　幸司 976-0042 相馬市中村字川沼47番地 非常勤

理事
事務局長

遠藤　寿幸 960-8157 福島市蓬萊町二丁目104番地の6 常　勤

監事 細野　賢一 963-8861 郡山市鶴見坦一丁目6番34号 非常勤

監事 長嶋　栄治 965-0005 会津若松市一箕町大字亀賀字郷之原420番地の2 非常勤

監事 野内　光之 960-8141 福島市渡利字沖町122番地の5 非常勤

相談役 安中　利夫 963-0201 郡山市大槻町字中ノ平203番地 非常勤



　　　　　　　　　　　　社　　　　員　　　　名　　　　簿
　　令和４年８月１日　現在

県北地区 社員数 30

氏名 郵便番号 事務所

芳賀　　裕 960-8115 福島市山下町2番8号

鈴木　　実 960-8021 福島市霞町10番23号

菅野　　實 960-8137 福島市堀河町4番5号

野内　光之 960-8141 福島市渡利字沖町122番地の5

青木　道雄 960-8112 福島市花園町2番38号

菊池　吉彦 960-8113 福島市旭町5番33号　七福人ビル1階

加藤　義治 960-8022 福島市新浜町6番37号

吉成　収二 960-8254 福島市南沢又字古館43番地の3

油井　清美 960-8074 福島市西中央二丁目90番地

石井　美子 960-8056 福島市八島田字樋ノ口58番地　ＳＲ

原　　清治 960-8254 福島市南沢又字東谷地47番地の14

山我　　孝 960-8055 福島市野田町四丁目4番44号

角田　正志 960-8073 福島市南中央三丁目7番地の2　鶴島ガーデン102号

箭内　祥恵 960-8073 福島市南中央三丁目7番地の2　鶴島ガーデン102号

小澤　美香 960-8252 福島市御山字一本松17番地の6

石塚　善裕 960-8055 福島市野田町七丁目4番69号

板垣　勇樹 960-1102 福島市永井川字沢田46番地の5

菅野　正孝 960-8003 福島市森合字西谷地12番地の25

伊藤　詩織 960-8452 福島市鳥谷野字天神7番地の10

綱澤　伸哉 960-8111 福島市五老内町2番23号

大竹　健一 960-8055 福島市野田町七丁目10番48号

佐藤　富男 960-8143 福島市南向台三丁目15番地の10

佐藤　　勉 960-0466 伊達市根岸5番地26

渡邊　啓道 969-1643 伊達郡桑折町大字谷地字石塚47番地

齋藤　　晶 960-0474 伊達市沓形30番地9

稲月　俊彦 960-0736 伊達市梁川町字桜岳58番地2

三浦　一昭 960-1421 伊達郡川俣町字鉄炮町3番地

丹治　泰弘 969-1302 安達郡大玉村玉井字的場86番地1　メープルハイム的場Ｃ号室

菅野　伸郎 969-1404 二本松市油井字宮下48番地

武田　善雄 969-1107 本宮市青田字三ツ池16番地1



県中地区 社員数 28

氏名 郵便番号 事務所

満井　紀勝 963-8877 郡山市堂前町19番1号

水上　勇喜 963-8025 郡山市桑野二丁目25番19号

橋本　長重 963-8025 郡山市桑野三丁目20番5号

細野　賢一 963-8861 郡山市鶴見坦一丁目6番34号

有我　晴輝 963-8874 郡山市深沢一丁目2番9号

久保木孝一 963-8024 郡山市朝日一丁目17番12号

髙橋　文郎 963-8034 郡山市島一丁目1番24号

関根　　信 963-8015 郡山市細沼町4番10号

伊藤　栄紀 963-8014 郡山市虎丸町4番6号

坂井　義明 963-8047 郡山市富田東五丁目48番地

安中　利夫 963-0201 郡山市大槻町字中ノ平203番地

松崎　照延 963-8861 郡山市鶴見坦二丁目14番18号

遠藤　宏文 963-8025 郡山市桑野四丁目7番地の19　ラヴィータ桑野306号

國井　賞造 963-0201 郡山市大槻町字菅田53番地3

菊地　淳史 963-8025 郡山市朝日三丁目4番14号

橋本　善彦 963-0101 郡山市田村町徳定字下河原130番地の1

山口　孝之 963-8876 郡山市麓山一丁目1番10号

日下　理恵 963-0534 郡山市日和田字蛇ヶ森16番地の1

七海　寿浩 963-0201 郡山市大槻町字針生1番地1号

小池あおい 963-8025 郡山市桑野二丁目3番14号　第二桑野エステート102号

影山　晋一 963-8025 郡山市桑野二丁目12番5号

三瓶　竜彦 963-8876 郡山市麓山一丁目1番8号

三瓶みどり 963-8876 郡山市麓山一丁目1番8号

岡崎誠太郎 963-8014 郡山市虎丸町5番8号　さくらNTビル304号室

佐藤　尚弥 963－8071 郡山市富久山町久保田字久保田172番地

桑原茂八郎 963-7719 田村郡三春町大字貝山字岩田47番地

内藤　俊文 963-7741 田村郡三春町八島台五丁目3番地の11

小泉　和貞 963-3401 田村郡小野町大字小野新町字荒町8番地



須賀川地区 社員数 6

氏名 郵便番号 事務所

岡部　二郎 962-0013 須賀川市岡東町186番地

安田　賢司 962-0847 須賀川市諏訪町68番地

鵜沼　　孝 962-0811 須賀川市あおば町115番地

設樂　裕子 962-0844 須賀川市東町60番地7

本多　　守 963-6200 石川郡浅川町大字浅川字本町91番地の1

車田　文昭 963-6314 石川郡玉川村大字蒜生字羽根石61番地の1



県南地区 社員数 6

氏名 郵便番号 事務所

小針　藤助 961-0856 白河市新白河二丁目116番地

安部　和夫 961-0047 白河市八竜神107番地1

内田　宜枝 961-0074 白河市郭内151番地

草野　邦彦 961-0074 白河市郭内145番地

原田　昌明 961-0856 白河市明戸53番地3

石川　隆之 963-6131 東白川郡棚倉町大字棚倉字城跡81番地



会津地区 社員数 13

氏名 郵便番号 事務所

渡部　秀一 965-0008 会津若松市桧町3番55号

西岡　孝之 965-0801 会津若松市宮町4番45号

中村　達也 965-0807 会津若松市城東町8番14号

長嶋　栄治 965-0005 会津若松市一箕町大字亀賀字郷之原420番地の2

森　　恭子 965-0873 会津若松市追手町3番24号

廣田　和恵 965-0807 会津若松市城東町6番35号

中村　祥平 965-0807 会津若松市城東町8番14号

桜井　宏信 969-6264 大沼郡会津美里町字高田甲2895番地　セブンハイツ105号

松本　晋平 969-6266 大沼郡会津美里町字布才地606番地4

斎藤　サエ子 969-6549 河沼郡会津坂下町字古町川尻381番地1

武藤　和伊 969-6566 河沼郡会津坂下町字稲荷塚11番地3

栗田　恭佑 969-3512 喜多方市塩川町字東栄町六丁目2番地17　SKCビル2階

星　　健一 967-0004 南会津郡南会津町田島字田部原135番地3



いわき地区 社員数 10

氏名 郵便番号 事務所

渡辺　幸二 970-8026 いわき市平字三倉69番地の6

永山　慎一 973-8403 いわき市内郷綴町大木下16番地の7

武藤　行典 970-8036 いわき市平谷川瀬一丁目1番地の7　三愛ビル1F

水野　正美 970-8026 いわき市平字童子町4番地の15

俣田さち子 973-8403 いわき市内郷綴町榎下46番地の3

佐藤　　誠 973-8402 いわき市内郷御厩町三丁目112番地

司法書士法人
たかぎ事務所

970-8026 いわき市平字三町目33番地

宇津　　昇 970-8026 いわき市平字尼子町2番地の15

服部　　裕 970-8053 いわき市平正月町3番地13　シャトレーＡ・ｏｎｅ　1-A

司法書士法人
大和田総合事務所 970-8026 いわき市平字新田前2番地の7



相双地区 社員数 9

氏名 郵便番号 事務所

加藤　三郎 976-0042 相馬市中村字大手先48番地

中島　　寛 976-0041 相馬市西山字西山112番地の25

渡邉　幸司 976-0042 相馬市中村字川沼47番地

堀川　浩一 975-0005 南相馬市原町区二見町二丁目2番地

松本　亮真 975-0002 南相馬市原町区東町三丁目50番地の1

齊藤　成一 979-2303 南相馬市鹿島区北屋形字行沼15番地

石名部　穣 979-0407 双葉郡広野町広洋台一丁目1番地89

吉田　和雄 979-1521 双葉郡浪江町大字権現堂字下藏役目14番地

鈴木　孝子 979-1513 双葉郡浪江町大字幾世橋字田中前42番地の1


