
役職名 役員名 法人名 役職名 役員名 法人名

会長 清　水　晴　好 ㈱ビッグアイ 理事 高　橋　秀　治 ㈱サカエヤ

副会長 礒　貝　幸　子 ㈱ジェーエイシー 理事 鈴　木　和　弘 ㈱ミツワ堂

副会長 佐　藤　正　直 ㈱サトウオート 理事 鳥谷部　貴　行 ㈱ジャック

副会長 吉　田　茂　雄 広栄化学工業㈱ 理事 久保木　慎　一 ㈲久保木畳店

副会長 渡　辺　敏　美 京葉ビルサービス㈱ 理事 中　野　尚　宏 ㈲アールナカノ

理事 黒　子　恭　伸 ㈲黒子商事 理事 時　田　清　信 ㈲時田

理事 依　田　公　人 松本ＥＳテック㈱ 理事 高　橋　伸　易 ㈲伸和

理事 磯　貝　　　正 松磯工産㈱ 理事 福　島　　　昇 ㈲八千代運送

理事 曽　我　　　浩 ㈲第一経営センター 理事 小野尾　忠　一 末広自動車工業㈱

理事 細　貝　義　昭 ㈲細貝工務店 理事 前　島　敏　一 ㈱第一タイムリー

理事 橋　本　保　伯 ㈱橋本電業社 理事 飯　田　明　彦 ㈱信興

理事 鈴　木　　　卓 ㈱マツヤ 理事 安　宅　照　男 ㈱安宅

理事 久保島　宏　海 ㈲ケミック 理事 市　原　正　男 市原建設工業㈱

理事 久　野　敬一郎 ㈱久野敬一郎建築事務所 理事 伊　藤　勝　巳 ㈲コトブキ

理事 大和久　裕　己 ㈱タオ・エンタープライズ 理事 磯　部　圭　司 磯部造園土木㈱

理事 山　崎　和　夫 ＹＫメタル㈱ 理事 吉　橋　雅　晴 ㈲ハウジングトラスト

理事 篠　原　秀　作 ㈲ＦＤＣ 理事 市　原　浩　一 サンコー住宅産業㈱

理事 三　枝　千代子 ㈲シーエスビューティー 理事 高　際　完　純 ㈱共栄工業

理事 徳　永　康　子 社会保険労務士法人ハーモニー 理事 青　木　洋　一 ㈱日本ビジネス

理事 佐　藤　忠　信 ㈱幕張メッセ 理事 江　口　茂　勇 三祥㈱

理事 川　渕　勝　信 ㈲千葉北運送 理事 日下部　良　夫 ㈱日信興運

理事 熊　谷　正　喜 ハイテック精工㈱ 理事 植　村　真　司 植村建設㈱

理事 大　土　　　隆 ㈲よし不動産 理事 植　村　正　徳 ㈱ブロンズオート

理事 前　田　輝　夫 ㈱マルウ 監事 岩　井　雅　子 ㈱幕張メッセ

理事 石　井　伸　洋 ㈲みすみ自動車整備工場 監事 鈴　木　義　典 新日本金属工業㈱

理事 朝　倉　健　吾 立山工業㈱ 監事 早　川　博　幸 東栄鋼材㈲

理事 小石川　雅　美 ㈲小石川オートショップ 監事 須　田　康　男 小久保製氷冷蔵㈱

理事 永　野　　　徹 ㈱永野工業 顧問 大　田　禊　之 ㈱アキテック

理事 中　山　哲　志 ㈱サンライズジャパン 顧問 林　　　昇　志 ㈱グリーンタワー

理事 吹　出　國　男 ㈱冷研エンジニアリング 顧問 長谷川　　　昭 小久保製氷冷蔵㈱

理事 早　野　吉　子 ㈱展商 顧問 志　村　敏　美 ㈱マルウ

理事 佐　藤　浩　昭 ㈱弘東 顧問 橋　本　保　伯 ㈱橋本電業社

理事 木　全　喜　敬 ㈲キマタ空調サービス 相談役 鈴　木　　　昇 ㈱マツヤ

理事 今　泉　重　弘 ㈱誠美 相談役 須　山　高　行 ㈱須山歯研

理事 吉　谷　徳　一 吉谷土木㈱ 相談役 高　橋　邦　夫

理事 中　島　広　明 ㈲住宅問題 相談役 宮　葉　繁　夫 宮葉商事㈱

理事 髙　山　貴　子 本田土木工業㈱ 相談役 中　村　昭　男 ㈲中村工務店

理事 髙　橋　　　勝 ㈲髙橋化粧品店 相談役 大　藪　敏　雄 ㈲インテックス

理事 武　居　政　則 白鳥製薬㈱ 相談役 飯　田　成　博 ㈱富商

理事 伊　藤　達　也 藤建㈱ 相談役 杉　山　智　基 ㈱ロス・アンジェルス

理事 横　打　　　研 ㈱横打 相談役 齋　藤　守　貞 サイトウ商工㈱

理事 田久保　吉　則 ㈲田久保石油
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役職名 役員名 法人名 役職名 役員名 法人名

総務委員長 早　野　吉　子 ㈱展商 広報委員長 髙　橋　　　勝 ㈲髙橋化粧品店

総務副委員長 中　島　広　明 ㈲住宅問題 広報副委員長 吉　橋　雅　晴 ㈲ハウジングトラスト

総務委員 細　貝　義　昭 ㈲細貝工務店 広報委員 市　原　　　康 ㈱翠松堂BTL

総務委員 久　野　敬一郎 ㈱久野敬一郎建築事務所 広報委員 谷　津　真知子 ㈱谷津ﾍﾟｯﾄﾎﾃﾙ・予防注射ｾﾝﾀｰ

総務委員 永　野　　　徹 ㈱永野工業 広報委員 久保島　宏　海 ㈲ケミック

総務委員 山　﨑　由　美 ㈱習志野ガス設備工業 広報委員 川　渕　勝　信 ㈲千葉北運送

総務委員 西　宮　彰　宏 東京宅配事業㈱ 広報委員 今　泉　重　弘 ㈱誠美

総務委員 飯　田　明　彦 ㈱信興 広報委員 鈴　木　和　弘 ㈱ミツワ堂

総務委員 田　村　隆　治 ㈲タムラ塗装工業 広報委員 福　本　英　一 ㈱福本材木店

総務委員 中　台　智　子 かもめトラベル㈱ 広報委員 鈴　木　恵　介 ㈱空間計画提案室

総務委員 伊　東　慶　浩 ㈱東都産業 広報委員 藤　川　良　子 ㈲藤信運輸

組織委員長 吉　谷　徳　一 吉谷土木㈱ 研修委員長 黒　子　恭　伸 ㈲黒子商事

組織委員 山　崎　和　夫 ＹＫメタル㈱ 研修副委員長 時　田　清　信 ㈲時田

組織委員 徳　永　康　子 社会保険労務士法人ハーモニー 研修委員 松　内　恵　子 ㈲徳輝

組織委員 大　田　嘉　之 ㈱アキテック 研修委員 朝　倉　健　吾 立山工業㈱

組織委員 石　井　伸　洋 ㈲みすみ自動車整備工場 研修委員 月　山　早　人 ㈱展商

組織委員 前　田　輝　夫 ㈱マルウ 研修委員 伊　藤　達　也 藤建㈱

組織委員 髙　山　貴　子 本田土木工業㈱ 研修委員 井　上　節　子 テレコムインターナショナル㈲

組織委員 横　打　　　研 ㈱横打 研修委員 清　水　富　子 ㈱清工舎

組織委員 浅　野　正　幸 ㈱浅野運輸 研修委員 高　際　完　純 ㈱共栄工業

組織委員 青　木　洋　一 ㈱日本ビジネス 研修委員 土　屋　信　之 ㈲光清掃

税制委員長 武　居　政　則 白鳥製薬㈱ 厚生委員長 安　宅　照　男 ㈱安宅

税制副委員長 依　田　公　人 松本ＥＳテック㈱ 厚生副委員長 三　枝　千代子 ㈲シーエスビューティー

税制副委員長 粒　来　新　一 東芝ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 厚生委員 大和久　裕　己 ㈱タオ・エンタープライズ

税制副委員長 蛭　田　良　一 ハイテック精工㈱ 厚生委員 佐　藤　浩　昭 ㈱弘東

税制委員 平　井　　　聡 ＡＬＳＯＫ千葉㈱ 厚生委員 木　全　喜　敬 ㈲キマタ空調サービス

税制委員 檜　貝　孝二郎 千葉県貿易(協） 厚生委員 青　木　康　雄 ㈲青木自動車整備工場

税制委員 渡　邉　正　義 ㈱藤田勝商店 厚生委員 久保木　慎　一 ㈲久保木畳店

税制委員 秋　元　隆　行 ㈱ベイエフエム 厚生委員 星　名　干　子 福葉水道㈱

税制委員 一　杉　祐　二 二宮産業㈱ 厚生委員 伊　籐　勝　巳 ㈲コトブキ

税制委員 島　田　直　弥 極東サービス㈱ 厚生委員 本　田　眞　一 ㈱愛生

税制委員 須　田　康　男 小久保製氷冷蔵㈱
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