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№ 役職 議員執行者 事業所名 役職 部会 

1 会頭 水谷 欣志 (株)サンワＮＥＴＳ 代表取締役 ｻｰﾋﾞｽ 

2 副会頭 井谷 安秀 丸明建設(株) 代表取締役 建設 

3 副会頭 豊田 慶造 遠州トラック(株) 顧問 ｻｰﾋﾞｽ 

4 副会頭 豊田 浩子 丸尾興商(株) 専務取締役 商業 

5 監事 小林 正樹 (株)ケイシーシー経営研究所 代表取締役 ｻｰﾋﾞｽ 

6 監事 永田 博志 (有)永田石油ガス 代表取締役 商業 

7 常議員 鈴木 直二郎 静岡製機(株) 代表取締役社長 工業 

8 常議員 桑城 栄 NSKワーナー(株) 代表取締役社長 工業 

9 常議員 尾崎 雅一 ニチアス(株)袋井工場 工場長 工業 

10 常議員 越智 康倫 日研フード(株) 代表取締役社長 工業 

11 常議員 西川 朝廣 ハウス食品(株)静岡工場 工場長 工業 

12 常議員 廣田 亮治 パナソニック（株）アプライアンス社 ランドリー・クリーナー事業部 静岡工場 工場長 工業 

13 常議員 畑 伸一 ヤマハ発動機(株)袋井工場 工場長 工業 

14 常議員 増島 昭二 日本コヴィディエン(株)袋井工場 経営執行役生産本部長 工業 

15 常議員 田中 義典 ポーラ化成工業(株)袋井工場 工場長 工業 
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16 常議員 田中 彰二 大和ハウス工業(株) 執行役員工場長 建設 

17 常議員 岡山 匡伸 (株)静岡銀行袋井支店 支店長 ｻｰﾋﾞｽ 

18 常議員 和田 倫雄 豊田肥料(株) 取締役 商業 

19 常議員 佐野 太亮 (株)佐野 代表取締役 商業 

20 常議員 高橋 功実 フクロイ乳業(株) 代表取締役 工業 

21 常議員 落合 範明 磐田信用金庫袋井支店 支店長 農業産業 

22 常議員 杉本 康典 ダイオ化成(株) 執行役員袋井工場長 工業 

23 常議員 村松 明彦 (株)永井組 代表取締役 建設 

24 常議員 塚本 法樹 塚本建設(株) 代表取締役 建設 

25 常議員 安間 秀雄 ひしだい製茶(株) 代表取締役 工業 

26 常議員 久保田達朗 コジマヤ興業(株) 取締役社長 工業 

27 常議員 鈴木 光芳 中遠電子工業(株) 代表取締役 工業 

28 常議員 中村 拓哉 (株)エコア総合設計 代表取締役 建設 

29 常議員 荒木  孝 (株)和孝産業 代表取締役 工業 

30 常議員 鈴木 雪春 (株)袋井清掃 代表取締役 ｻｰﾋﾞｽ 
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31 常議員 西山 広明 (株)西山技研 代表取締役社長 工業 

32 常議員 西尾 新太郎 (株)西尾商事 代表取締役 商業 

33 常議員 小島 修 (株)松鶴 取締役会長 おもてなし 

34 常議員 下田 修 静岡理工科大学 事務局長 工業 

35 常議員 土屋 進 税理士法人 土屋会計事務所 代表 ｻｰﾋﾞｽ 

36 常議員 比那 純 袋井駅前商店街(協) 代表理事 商業 

37 常議員 鈴木 治 静岡県飲食業生活衛生同業組合 袋井支部 支部長 おもてなし 

38 議員 井上 準 (株)アクト・メイト 代表取締役 工業 

39 議員 三嶽 章博 いくみや呉服店 代表者 商業 

40 議員 内山 治 (株)内山塗装 代表取締役 農業産業 

41 議員 馬場 藤登 (株)NTN袋井製作所 管理部長 建設 

42 議員 伊藤 直幸 (株)エレガンス時正堂 代表取締役 工業 

43 議員 鈴木 勝 遠州中央農業協同組合 経営管理委員会会長 商業 

44 議員 福田 充雄 大塚製薬(株)袋井工場 工場長 農業産業 

45 議員 大場 敏史 大場配管(株) 代表取締役 工業 
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46 議員 岡村 禎之 (株)岡村総建 代表取締役 建設 

47 議員 荻原 克夫 荻原製茶 代表 建設 

48 議員 鈴木 直人 (有)おしゃれの店村松屋 代表取締役 農業産業 

49 議員 水野 覚 (株)覚堂 代表取締役 商業 

50 議員 林 伸哉 掛川信用金庫袋井支店 支店長 建設 

51 議員 森川 和美 (有)川崎屋 代表取締役 ｻｰﾋﾞｽ 

52 議員 鈴木 和広 (有)ケーズオート 取締役 商業 

53 議員 松倉 次郎 (有)Ｃｏｃｏまつくら 代表取締役 商業 

54 議員 井谷 茂 (株)さのや会館 代表取締役 ｻｰﾋﾞｽ 

55 議員 西野 貫通 サンワ化学(株) 取締役 おもてなし 

56 議員 鈴木 孝幸 (株)静岡カントリー袋井コース 支配人 工業 

57 議員 田中 利宏 静岡総合保険(株) 代表取締役 ｻｰﾋﾞｽ 

58 議員 小野 洋一 シノムラ化学工業(株)静岡工場 専務取締役工場長 ｻｰﾋﾞｽ 

59 議員 小池 健晴 (株)清水銀行 袋井支店 支店長 工業 

60 議員 鈴木 秀典 鈴木秀典司法書士測量事務所 所長 ｻｰﾋﾞｽ 
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61 議員 平川 雅之 スルガ銀行(株)袋井支店 支店長 ｻｰﾋﾞｽ 

62 議員 藤原 徹 (株)西部給食 代表取締役 ｻｰﾋﾞｽ 

63 議員 大谷 純應 (宗)尊永寺 代表役員 商業 

64 議員 大田 強 大豊電気(株) 取締役会長 ｻｰﾋﾞｽ 

65 議員 髙木 清隆 (株)髙木商店 代表取締役 建設 

66 議員 田中 文規 (株)タナカ 代表取締役 商業 

67 議員 平出 俊幸 (株）ティーエムサポート 代表取締役 工業 

68 議員 寺田 富美雄 寺田石材工業(株) 代表取締役 商業 

69 議員 西藤 晋吉 天龍製鋸（株） 取締役社長 商業 

70 議員 杉本 直温 日本グラビヤ工業(株) 代表取締役社長 工業 

71 議員 鈴木 昇 日本紙工業(株)袋井工場 工場長 工業 

72 議員 柳原 弘之 ネオファーマジャパン(株)袋井工場 工場長 工業 

73 議員 野中 恭宏 (株)ネオンサーティ 代表取締役 工業 

74 議員 長谷川 佳典 (株)長谷川 代表取締役 建設 

75 議員 井谷 哲朗 法多山名物だんご(企) 代表理事 ｻｰﾋﾞｽ 
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76 議員 金原 秀博 (株)花豊 代表取締役 おもてなし 

77 議員 伊藤 篤志 浜松信用金庫 袋井支店 支店長 商業 

78 議員 田中 堅司 (株)ひしだいパックス 代表取締役 ｻｰﾋﾞｽ 

79 議員 伊藤 克也 (株)ピットロード 代表取締役 工業 

80 議員 大場 弘 (株)兵藤 代表取締役 ｻｰﾋﾞｽ 

81 議員 竹内 利之 (株)ヒロテック 取締役兼相談役 商業 

82 議員 深谷 洋一 (有)深谷佛具店 代表取締役 工業 

83 議員 溝口 雅隆 (株)袋井家具 専務取締役 商業 

84 議員 片山 栄夫 袋井ガス(株) 常務取締役 商業 

85 議員 神谷 俊範 袋井観光開発(株) 代表取締役 ｻｰﾋﾞｽ 

86 議員 山下 哲夫 袋井建築工業組合 組合長 建設 

87 議員 森下 将明 (有)袋井中日サービス 代表取締役会長 商業 

88 議員 武内 義雄 袋井北部街づくり(株) 常務取締役 商業 

89 議員 鈴木 基之 (有)袋井モータース 取締役会長 ｻｰﾋﾞｽ 

90 議員 加藤 真二 フジセーレック(株) 代表取締役 ｻｰﾋﾞｽ 
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91 議員 村松 英明 (株)プランエコ とれたて食楽部 店長 商業 

92 議員 鈴木 康之 (株)マルエスモータース 代表取締役 ｻｰﾋﾞｽ 

93 議員 鈴木 雅徳 (資)丸共不動産商会 代表社員 ｻｰﾋﾞｽ 

94 議員 寺坂 正弘 (有)村松研磨工業 代表取締役 工業 

95 議員 中村 学 (株)メイン 代表取締役 建設 

96 議員 八ヶ代 幸一 (株)八ヶ代造園 代表取締役 建設 

97 議員 山下 天平 (株)山下金型 代表取締役 工業 

98 議員 原 康吏 大和紙器(株)静岡工場 静岡工場長 工業 

99 議員 萩原 宏暢 (株)ヤマハリゾート 葛城 北の丸副総括支配人 ｻｰﾋﾞｽ 

100 議員 山田登実男 吉川化成(株)化成品カンパニー 事業部長 工業 

 


