
第30期 役員・議員等一覧　　　(2021.11.25現在)

【会　頭】

氏名 事業所名

兼古　耕一 (株)兼古製作所

【副会頭】

氏名 事業所名

西潟　精一 三条信用金庫

岡田　久德 (株)岡久

野崎　正明 (株)野崎忠五郎商店

【専務理事】

氏名 事業所名

長谷川正実 三条商工会議所

【監　事】

氏名 事業所名

石川　勝行 石川公認会計士事務所

宮原　洋一 三洋産業(株)

近藤　雄介 近藤與助工業(株)

【顧　問】

氏名 事業所名

滝沢　　亮 三条市長

佐藤　和雄 三条市議会議長

羽二生良夫 元会頭　

渡辺　勝利 元会頭

斎藤　弘文 元会頭

【相談役】

氏名 事業所名

杉野　良介 元副会頭

坂本　洋司 元副会頭

池田　英夫 元副会頭

馬塲　信彦 元副会頭

山井　　太 元副会頭

加藤　敏敦 元副会頭

本間　　晃 元副会頭
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【参　与】

氏名 事業所名

小林　一芳 (株)コロナ

福田　健男 マルナオ(株)

野崎　勝康 (株)野崎プレス

曽根忠一郎 (株)タダフサ

熊倉　和夫 (株)井関新潟製造所

木宮　　隆 (株)キミヤ

金子　昌裕 金三鋼業(株)

松崎　　仁 (株)三條機械製作所

坂井　幸二 (株)野島製作所

小越　憲泰 (株)ハイサーブウエノ

長谷川　直 (株)マルト長谷川工作所

佐藤　　均 東北電力(株)新潟県央営業所

白井　松雄 北陸ガス(株)長岡支社三条事務所

桑原　栄助 (株)桑原工業

小柳　潤一 三条文化建設(株)

髙波　久雄 パール金属(株)

坂井　範夫 (株)坂謙

藤田　　實 (株)フジタ

柄沢　憲司 (株)ハーモニック

石橋　育於 (有)二洲楼

箕輪　勲男 (有)ミノワ

大久保秀男 大久保秀男税理士事務所

捧　雄一郎 (株)コメリ

平林　直和 日本通運(株)三条支店

渡邉　喜彦 マルソー(株)

加藤　謙一 (株)日本政策金融公庫三条支店

三林　浩和 新潟県信用保証協会県央支店

浅岡　正剛 アクサ生命保険(株)新潟支社

西巻　克郎 西巻印刷(株)

古澤　冨雄 元商工会議所専務理事
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【常議員】

部会 氏名 事業所名

工業部会

相場健一郎 相場産業(株)

歸山　　肇 (株)カエリヤマ

川﨑　国雄 (株)川﨑合成樹脂

斎藤　直人 シマト工業(株)

下村　啓治 下村工業(株)

渡辺　　徹 シンワ測定(株)

梨本　次郎 (株)梨本商店

野崎喜一郎 (株)野崎製作所

加藤　伸夫 北陸工業(株)

齋藤　一成 (株)マルサ

建設部会

安達　俊明 (有)熊倉建設設計事務所

外山　　豊 (株)外山組

永桶　俊一 (株)ナガオケ

長谷川　武 (株)長谷川興産

本間　好夫 本間電機工業(株)

金物卸部会

加藤　將利 角利産業(株)

長岡　信治 (株)ナガオカ・リコー

中條　克俊 (株)中條金物

柄沢　利文 (株)ハーモニック

観光・サービス業部会

元川　由郎 割烹魚もと

大野　新吉 (有)角屋 餞心亭おゝ乃

石川　友意 (株)三条ロイヤルホテル

商業部会

山崎　　修 (有)かつぼ屋

丸山　裕介 フレッシュはな正(株)

星野　健司 (株)星野園茶舗

諸業部会

齋藤　吉弘 あおば社労士事務所

石月　良典 税理士法人Pier Tax

関根　龍一 関根税務会計事務所

一般卸部会

狩野　　章 (株)狩野久二商店

吉井　直樹 富士電材(株)
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部会 氏名 事業所名

交通・運輸部会

佐々　　健 (株)エス．タクシー

藤田　英昭 (株)藤田自動車

食品関連部会

樋口　　勤 (株)オーシャンシステム

田代徳太郎 (株)マルヨネ

金融部会

佐藤　一正 三條信用組合

長谷川　徹 (株)第四北越銀行三条支店

印刷紙器関連部会

早川　瀧雄 (株)トキワ印刷

西山　徳芳 (株)西山カートン

鐵鋼部会

相場　亮嗣 相場商事(株)

外山　浩玲 (株)外山精一商店
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【議　員】

氏名 事業所名

工業部会

１号議員 相場美栄子 相栄産業(株)

相田　　聡 (株)相田合同工場

板垣　　薫 板垣金属(株)

金子　　薫 カネコ総業(株)

川崎富士雄 (株)川崎製作所

近藤　直義 (株)協進

坂井　信行 (株)坂源

丸山　　勝 三条精密工業(株)

須佐　直樹 (株)須佐製作所

鈴木　　－ (有)鈴文

小林　知行 (株)諏訪田製作所

関川　修司 関川木工所

曽根　忠幸 (株)タダフサ

田中　康之 (株)田中衡機工業所

石井　真人 トップ工業(株)

野崎　喜嗣 (株)野崎プレス

日野浦　司 日野浦刃物工房

長谷川直哉 (株)マルト長谷川工作所

２号議員 五十嵐孫六 五十嵐刃物工業(株)

歸山　　肇 (株)カエリヤマ

齋藤孝之輔 (株)齋鐵

坂田　　匠 (株)サカタ製作所

斎藤　直人 シマト工業(株)

下村　啓治 下村工業(株)

中山　　隆 中山鉄工所

成田　秀雄 (株)ナリタ工業

野崎喜一郎 (株)野崎製作所

今井　道郎 (株)野水機械製作所

加藤　伸夫 北陸工業(株)

齋藤　一成 (株)マルサ

福田　隆宏 マルナオ(株)

３号議員 相場健一郎 相場産業(株)

川﨑　国雄 (株)川﨑合成樹脂

内山　照嘉 (株)三条特殊鋳工所

渡辺　　徹 シンワ測定(株)

梨本　次郎 (株)梨本商店

五十嵐利行 新潟精機(株)

部会・議員
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氏名 事業所名部会・議員

建設部会

1号議員 大方　　一 (株)大方電機

齊藤　眞澄 (有)齊藤造園

谷川　和夫 (株)三条金子建設

船越　良則 三条サッシ工業(株)

外山　　豊 (株)外山組

長谷川恵慈 長谷由工業(株)

外山　　貢 福一興産(株)

本間　好夫 本間電機工業(株)

2号議員 遠藤　和秀 遠藤板金工業(有)

石川　昌弘 (株)向陽園

永井　龍雄 (株)ナガイ

長谷川　武 (株)長谷川興産

須藤　　昭 (有)松永左官工業

3号議員 安達　俊明 (有)熊倉建設設計事務所

熊倉　高志 (株)熊倉建築事務所

永桶　俊一 (株)ナガオケ

金物卸部会

1号議員 加藤　將利 角利産業(株)

中條　克俊 (株)中條金物

柄沢　利文 (株)ハーモニック

馬場　眞樹 馬場長金物(株)

広野　悦弘 広野産業(株)

山谷　武範 (株)山谷産業

2号議員 石黒　隆夫 (株)喜久和

髙森　武志 髙森コーキ(株)

長岡　信治 (株)ナガオカ・リコー

内田　良治 (株)矢嶋屋

3号議員 金子太一郎 金武(株)

髙橋　　司 (株)髙儀

観光・サービス業部会

1号議員 明田川賢一 (資)越前屋ホテル

岩城　　守 大観楼

小山　廣志 日本料理 小山屋

石山　早苗 (有)ピュアシャイニング

広岡　豊樹 (株)松木屋

2号議員 本田　芳久 (有)魚長

大野　新吉 (有)角屋 餞心亭おゝ乃

石橋　昭尚 (有)二洲楼

3号議員 元川　由郎 割烹魚もと

石川　友意 (株)三条ロイヤルホテル
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氏名 事業所名部会・議員

商業部会

1号議員 山崎　　修 (有)かつぼ屋

丸山　俊雄 家庭用品センターマルチョー

水野　一郎 (株)みずの

白椿　弘栄 山重酒店

2号議員 鈴木　　直 (有)スズトー

柄沢　幸一 (有)つるがや

星野　健司 (株)星野園茶舗

3号議員 池　　清一 (有)宇智華

丸山　裕介 フレッシュはな正(株)

諸業部会

1号議員 齋藤　吉弘 あおば社労士事務所

落合　益夫 (株)コンピュータシステム

石月　良典 税理士法人Pier Tax

関根　龍一 関根税務会計事務所

2号議員 中澤泰二郎 中澤泰二郎法律事務所

野嵜　久雄 富士教育研究会

3号議員 佐藤　弘志 (株)全研ビルサービス

一般卸部会

1号議員 池上　勝彦 池上石油(株)

外山　博康 三恵(株)

渡部　　宏 (株)ホイストクレーン

2号議員 新保　智也 江戸川産業(株)

五十嵐　淳 (株)ローハチ

3号議員 狩野　　章 (株)狩野久二商店

吉井　直樹 富士電材(株)

交通・運輸部会

1号議員 佐々　　健 (株)エス．タクシー

石山　昌宏 石山自動車(株)

川本　高志 中越交通(株)

2号議員 横山惣一郎 三新自動車(株)

岡田　大介 三陸運送(株)

藤田　英昭 (株)藤田自動車

食品関連部会

1号議員 白鳥　　賢 (有)四季の定期便

村松浩太郎 (有)とんかつ三条

田代徳太郎 (株)マルヨネ

2号議員 樋口　　勤 (株)オーシャンシステム
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氏名 事業所名部会・議員

金融部会

1号議員 佐藤　一正 三條信用組合

小林　弘樹 (株)大光銀行三条支店

2号議員 長谷川　徹 (株)第四北越銀行三条支店

桑原　　優 新潟縣信用組合三条支店

印刷紙器関連部会

1号議員 玉木　　敏 (株)サンユー印刷

西山　徳芳 (株)西山カートン

2号議員 石川　一昭 (株)Ｋ．いしかわ

早川　瀧雄 (株)トキワ印刷

鐵鋼部会

1号議員 栗山　正男 (株)栗山庄之助商店

柳取　崇之 ヤナドリ鋼鉄(株)

2号議員 相場　亮嗣 相場商事(株)

外山　浩玲 (株)外山精一商店
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