
宗像市議会議員名簿【H281104～】
〔R010513更新〕

議席No： 20
期数： 3

氏名： 花田　鷹人

ふりがな： はなだ　たかと

生年月日： 昭和22年5月9日

〒： 811-3401

住所： 池浦254番地 

電話： 72-7011

常任委員会： ―

党派： 無所属

会派： 宗像志政クラブ

議席No： 18
期数： 7

氏名： 植木　隆信

ふりがな： うえき　たかのぶ

生年月日： 昭和20年11月13日

〒： 811-3404

住所： 城西ヶ丘4丁目18番地6 

電話： 33-7303

常任委員会： 社会

党派： 日本共産党

会派： 日本共産党

議席No： 1
期数： 1

氏名： 岩岡　良

ふりがな： いわおか　りょう

生年月日： 昭和57年8月11日

〒： 811-3403

住所： ひかりヶ丘6丁目3番地66 203号

電話： 35-4880

常任委員会： 建設産業

党派： 日本維新の会

会派： 日本維新の会

議席No： 2
期数： 1

氏名： 上野　崇之

ふりがな： うえの　たかゆき

生年月日： 昭和56年5月7日

〒： 811-3425

住所： 日の里3丁目23番地11 

電話： 37-3344

常任委員会： 総務

党派： 国民民主党

会派： 市民自治の会

議長

副議長



宗像市議会議員名簿【H281104～】
〔R010513更新〕

議席No： 3
期数： 1

氏名： 井浦　潤也

ふりがな： いうら　じゅんや

生年月日： 昭和49年12月14日

〒： 811-3440

住所： 大井南2番3号 

電話： 36-2802

常任委員会： 社会

党派： 無所属

会派： 宗像志政クラブ

議席No： 4
期数： 1

氏名： 笠井　香奈枝

ふりがな： かさい　かなえ

生年月日： 昭和45年4月1日

〒： 811-4163

住所： 自由ヶ丘2丁目882番地11 

電話： 37-0700 （事務所）

常任委員会： 社会

党派： ふくおか市民政治ネットワーク

会派： ふくおか市民政治ネットワーク

議席No： 5
期数： 1

氏名： 小林　栄二

ふりがな： こばやし　えいじ

生年月日： 昭和39年2月16日

〒： 811-3503

住所： 牟田尻1866番地 

電話： 62-2280

常任委員会： 建設産業

党派： 無所属

会派： 宗像志政クラブ

議席No： 6
期数： 2

氏名： 吉田　剛

ふりがな： よしだ　ごう

生年月日： 昭和48年3月16日

〒： 811-3437

住所： 久原572番地2 

電話： 36-2169

常任委員会： 社会

党派： 無所属

会派： 宗像志政クラブ



宗像市議会議員名簿【H281104～】
〔R010513更新〕

議席No： 7
期数： 2

氏名： 森田　卓也

ふりがな： もりた　たくや

生年月日： 昭和47年11月6日

〒： 811-4163

住所： 自由ヶ丘5丁目4番地12 

電話： 72-5001

常任委員会： 総務

党派： 無所属

会派： 宗像志政クラブ

議席No： 8
期数： 2

氏名： 安部　芳英

ふりがな： あべ　よしひで

生年月日： 昭和45年12月24日

〒： 811-4175

住所： 田久6丁目１番20号 

電話： 32-1386

常任委員会： 建設産業

党派： 無所属

会派： 政道むなかた

議席No： 10
期数： 2

氏名： 岡本　陽子

ふりがな： おかもと　ようこ

生年月日： 昭和34年6月17日

〒： 811-4163

住所： 自由ヶ丘7丁目6番地1 

電話： 25-5344

常任委員会： 社会

党派： 公明党

会派： 公明党

議席No： 11
期数： 2

氏名： 北﨑　正則

ふりがな： きたざき　まさのり

生年月日： 昭和32年8月16日

〒： 811-3513

住所： 上八1969番地3 

電話： 62-1960

常任委員会： 総務

党派： 無所属

会派： むなかたクラブ



宗像市議会議員名簿【H281104～】
〔R010513更新〕

議席No： 12
期数： 2

氏名： 伊達　正信

ふりがな： だて　まさのぶ

生年月日： 昭和27年1月6日

〒： 811-4147

住所： 石丸2丁目5番15号 

電話： 33-5918

常任委員会： 建設産業

党派： 無所属

会派： 宗像志政クラブ

議席No： 13
期数： 3

氏名： 神谷　建一

ふりがな： こうや　けんいち

生年月日： 昭和33年9月29日

〒： 811-4153

住所： 吉留513番地6 

電話： 32-5533

常任委員会： 総務

党派： 無所属

会派： 宗像志政クラブ

議席No： 14
期数： 4

氏名： 福田　昭彦

ふりがな： ふくだ　あきひこ

生年月日： 昭和33年12月23日

〒： 811-3425

住所： 日の里1丁目13番地20 

電話： 51-3096

常任委員会： 社会

党派： 無所属

会派： 市民連合

議席No： 15
期数： 4

氏名： 小島　輝枝

ふりがな： こじま　てるえ

生年月日： 昭和21年10月22日

〒： 811-3405

住所： 須恵3丁目5番6号 

電話： 35-5666

常任委員会： 総務

党派： 無所属

会派： 宗輝会



宗像市議会議員名簿【H281104～】
〔R010513更新〕

議席No： 16
期数： 5

氏名： 新留　久味子

ふりがな： しんどめ　くみこ

生年月日： 昭和33年1月17日

〒： 811-4165

住所： 広陵台4丁目1番地21 

電話： 35-5122

常任委員会： 総務

党派： 日本共産党

会派： 日本共産党

議席No： 17
期数： 5

氏名： 石松　和敏

ふりがな： いしまつ　かずとし

生年月日： 昭和31年3月13日

〒： 811-3415

住所： 朝野98番地 

電話： 32-6649

常任委員会： 建設産業

党派： 公明党

会派： 公明党

議席No： 19
期数： 8

氏名： 末吉　孝

ふりがな： すえよし たかし

生年月日： 昭和26年10月18日

〒： 811-3425

住所： 日の里5丁目3番地89 67棟204号

電話： 36-4715

常任委員会： 建設産業

党派： 日本共産党

会派： 日本共産党


