
常議員（定数46名）� （事業所名五十音順・敬称略）
㈱行形亭 行　形　和　滋 東光商事㈱ 片　岡　龍　郎
㈱池田看板 池　田　洋　子 東邦産業㈱ 五十嵐　祐　司
石本金属㈱ 石　本　隆太郎 ㈱冨山 冨　山　道　郎
㈱ウオショク 宇尾野　　　隆 ㈱ナビック 上　原　　　敦
㈱エヌエスケイ 本　間　龍　夫 ㈾鍋茶屋 高　橋　す　み
遠藤鋼機㈱ 遠　藤　聡　一 ナミックス㈱ 小田嶋　壽　信
㈱カヤバ 萱　場　和　彰 新潟交通㈱ 星　野　佳　人
木山産業㈱ 木　山　　　光 ㈻新潟総合学園 池　田　　　弘
佐藤食品工業㈱ 佐　藤　　　功 新潟中央水産市場㈱ 藤　田　　　普
渋井鋼材㈱ 渋　井　信　之 ㈱新潟ビルサービス 鈴　木　英　介
㈱ジャパンネット 山　本　和　則 ㈱新潟藤田組 藤　田　直　也
昭栄産業㈱ 平　澤　利　明 福田道路㈱ 河　江　芳　久
白勢商事㈱ 白　勢　仁　士 藤木鉄工㈱ 藤　木　雅　朗

（医）新成医会みどり病院グループ 渡　邉　　　毅 ㈱フジ・クリエイティブセンター 関　口　一　栄
セコム上信越㈱ 野　沢　慎　吾 富士興業㈱ 浜　田　忠　博
㈱第一印刷所 堀　　　　　一 ㈱北越農林 志　田　常　弘
大市繊維品㈱ 大　塚　善　紀 ㈱本間組 本　間　達　郎
第一電設工業㈱ 吉　田　徳　治 丸運建設㈱ 小　田　　　等
㈱たかだ 髙　田　政　俊 ㈱丸正産業 津　吉　孝　司
宝商事㈱ 山　田　隆　一 ㈱丸新 新　津　義　博
武田中小企業診断士・社会保険労務士事務所 武　田　浩　昭 水島鉄工㈱ 水　島　雅　晴
中央ビルディング㈱ 富　山　修　一 ㈱皆川組 皆　川　義　雄
敦井産業㈱ 敦　井　一　友 ㈱和田商会 和　田　晋　弥

（任期：令和元年11月１日～令和４年10月31日）

　新潟商工会議所は臨時議員総会を 11 月１日に開催し、役員選任議案を審議して、福田勝之会頭を再任（３期目）
しました。また、南波秀憲副会頭、霜鳥雅徳副会頭、廣田幹人副会頭、宮沢啓嗣副会頭、早福�弘専務理事を再任しま
した。（任期：令和元年11月１日～令和４年10月 31日）

福田勝之会頭を再任 � ～臨時議員総会～　

監事（定数３名）� （順不同・敬称略）
㈱本間組 本　間　剛　三 小林康成税理士事務所 小　林　康　成
㈱清野屋 清　野　雅　士

相談役（２名）� （順不同・敬称略）
北陸ガス㈱ 敦　井　榮　一
日本銀行新潟支店 佐久田　健　司

早福 弘 専務理事宮沢 啓嗣 副会頭
㈱エヌ・シー・エス
代表取締役社長

廣田 幹人 副会頭
新潟綜合警備保障㈱
代表取締役社長

霜鳥 雅徳 副会頭
北陸重機工業㈱
代表取締役社長

南波 秀憲 副会頭
㈱リンコーコーポレーション
代表取締役社長

福田 勝之 会頭
㈱福田組

代表取締役会長

参与（57名）� （順不同・敬称略）
㈱中野組本店 中　野　　　進 ㈱北村製作所 北　村　泰　作 ㈱髙助 高　橋　秀　松

（以下、事業所名五十音順・敬称略）

アクサ生命保険㈱新潟支社 長　岡　信　介 ㈱テレビ新潟放送網 務　台　昭　彦 ㈱新潟三越伊勢丹 星　野　圭二郎
ANAクラウンプラザホテル新潟 下　山　徹　哉 東北電力㈱新潟支店 髙　野　広　充 日本海エル・エヌ・ジー㈱ 武　田　眞　二
㈱イタリア軒 井　東　昌　樹 豊田通商㈱新潟支店 別　府　幸　典 ㈱日本政策金融公庫新潟支店 中　村　貴　修
㈱NST新潟総合テレビ 大　橋　武　紀 新潟医療福祉大学 山　本　正　治 ㈱日本政策投資銀行新潟支店 菊　池　洋　紀
㈱加賀田組 市　村　　　稿 新潟運輸㈱ 坂　井　　　操 日本通運㈱新潟支店 髙　橋　哲　哉
鹿島建設㈱北陸支店 芦　田　徹　也 ㈱新潟グランドホテル 中　山　和　郎 ㈱ハヤマ 早　山　康　之
㈱キタック 中　山　輝　也 （一財）新潟経済社会リサーチセンター 柴　山　圭　一 東日本電信電話㈱新潟支店 飯　塚　　　智
㈱熊谷組北陸支店新潟営業所 髙　橋　榮　光 （一社）新潟県銀行協会 並　木　富士雄 東日本旅客鉄道㈱新潟支社 阿　部　　　亮
国際石油開発帝石㈱国内E&P事業本部 平　山　公　也 （一社）新潟県経営者協会 並　木　富士雄 菱山六醤油㈱ 五十嵐　昭　雄
㈱三幸 佐　藤　元　保 新潟縣信用組合 長谷川　　　了 北越コーポレーション㈱ 洋紙事業本部新潟工場 大　塚　裕　之
㈱JTB新潟支店 山　田　　　周 ㈻新潟青陵学園 関　　　昭　一 ㈱北越銀行 星　　　浩　喜
事業創造大学院大学 仙　石　正　和 ㈻新潟総合学園 渡　辺　敏　彦 北陸ガス㈱ 今　井　康　晴
㈱商工組合中央金庫新潟支店 伊　澤　哲　也 新潟中央青果㈱ 大　澤　厚　志 ㈱ホテルオークラ新潟 後　藤　克　洋
㈻神宮学院 栂　坂　昌　業 ㈱新潟テレビ21 桒　原　美　樹 ホテル朱鷺メッセ ㈱ホテル日航新潟 小　野　　　丘
㈱大光銀行新潟支店 西　山　克　義 ㈱新潟日報社 小　田　敏　三 ㈱丸新 関　川　博　信
大樹生命保険㈱新潟支社 永　松　　　司 新潟万代島ビルディング㈱ 島　内　　　眞 三菱ガス化学㈱新潟工場 菅　野　公　一
大成建設㈱北信越支店 西　岡　　　巌 ㈻新潟平成学院 星　野　　　元 税理士法人八木税務経理事務所 八　木　良　三
敦井産業㈱ 小　林　和　之 ㈱新潟放送 佐　藤　隆　夫 ㈱ユアテック新潟支社 佐　藤　善　昭
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商工会議所の動 き

１号議員（定数70名）� （事業所名五十音順・敬称略）

愛宕商事㈱ 高　橋　克　郎 ㈱セイヒョー 飯　塚　周　一 ㈱ハヤマ 早　山　康　弘
㈱池田看板 池　田　洋　子 双峰通信工業㈱ 樋　口　正　仁 万代タクシー㈱ 中　山　　　真
税理士法人石田経理事務所 石　田　直　樹 第四リース㈱ 桐　山　　　晃 税理士法人万代つばさ 八百板　　　誠
遠藤鋼機㈱ 遠　藤　聡　一 ㈱タカヨシ 高　橋　　　佑 萬代電業㈱ 石　見　　　睦
㈱大橋商会 大　橋　　　崇 宝商事㈱ 山　田　隆　一 日高商事㈱ 高　橋　智　則
㈲大橋屋 大　橋　正　明 竹徳かまぼこ㈱ 竹　中　広　樹 福田石材㈱ 中　野　智　之
㈱加島屋 加　島　長　八 ㈱田中屋本店 田　中　雅　史 フクダハウジング㈱ 木　津　広　美
金井度量衡㈱ 金　井　利　郎 中越運送㈱ 小　林　和　男 富士興業㈱ 浜　田　忠　博
㈱金田塗装工業 金　田　真　人 東邦産業㈱ 五十嵐　祐　司 藤田金屬㈱ 今　井　幹　太
神山物産㈱ 佐　藤　友　紀 東北塗装工業㈱ 若　山　良　夫 社会保険労務士法人ふじた事務所 藤　田　英　樹
㈱カヤバ 萱　場　和　彰 ㈾中北車体工作所 北　村　　　守 ㈻二葉幼稚園 斎　藤　聖　治
㈱キタック 中　山　正　子 ナミックス㈱ 小田嶋　壽　信 ㈱弁天プラザ 滝　澤　剛　平
栗原レミコン㈱ 栗　原　道　平 ㈱新潟計量システム 大　平　岳　男 ㈱芳樹園 石　川　治　壱
㈱栗山米菓 栗　山　敏　昭 新潟サンリン㈱ 曽根原　明　敏 ㈱北越農林 志　田　常　弘
㈱グローバルネットコア 石　井　伸　行 ㈱新潟商会 井　部　幸次郎 堀川建設㈱ 堀　川　吉　明
コニカミノルタNC㈱ 馬　場　伸　行 新潟信用金庫 小　松　茂　樹 ㈱本間組 本　間　達　郎
㈱権平工作所 権　平　敬　一 ㈻新潟総合学院 池　田　祥　護 ㈱丸北 北　川　栄　資
㈱里仙 佐　藤　紳　一 新潟日産自動車㈱ 上　原　洋　明 ㈱丸正産業 津　吉　孝　司
三和商事㈱ 水　本　孝　夫 ㈱新潟博報堂 中　尾　嘉　則 ㈱丸新 新　津　義　博
㈱シアンス 野　口　一　則 ㈱新潟フジカラー 村　山　利　家 ㈱丸屋本店 本　間　健　二
渋井鋼材㈱ 渋　井　信　之 新潟冷蔵㈱ 坪　川　　　篤 ㈱皆川組 皆　川　義　雄
昭栄産業㈱ 平　澤　利　明 日産プリンス新潟販売㈱ 町　田　一　越 ㈱港製菓 高　橋　裕　之
㈱シルバーホテル 河　村　多　克 ㈱日本ファシリティ 廣　瀨　　　裕
㈱鈴木コーヒー 佐　藤　健　之 橋本商事㈱ 橋　本　卓　士

３号議員（定数21名）� （事業所名五十音順・敬称略）

石本金属㈱ 石　本　隆太郎 ㈱第一印刷所 堀　　　　　一 ㈱ナビック 上　原　　　敦
㈱ウオショク 宇尾野　　　隆 大市繊維品㈱ 大　塚　善　紀 ㈾鍋茶屋 高　橋　す　み
木山産業㈱ 木　山　　　光 第一電設工業㈱ 吉　田　徳　治 ㈻新潟総合学園 池　田　　　弘
佐藤食品工業㈱ 佐　藤　　　功 中央ビルディング㈱ 富　山　修　一 新潟中央水産市場㈱ 藤　田　　　普
白勢商事㈱ 白　勢　仁　士 敦井産業㈱ 敦　井　一　友 ㈱フジ・クリエイティブセンター 関　口　一　栄

（医）新成医会みどり病院グループ 渡　邉　　　毅 東光商事㈱ 片　岡　龍　郎 水島鉄工㈱ 水　島　雅　晴
セコム上信越㈱ 野　沢　慎　吾 ㈱冨山 冨　山　道　郎 ㈱和田商会 和　田　晋　弥

（任期：令和元年11月１日～令和４年10月31日）

２号議員（定数49名）� （事業所名五十音順・敬称略）

商業部会（13名）
㈱岩船屋時計店 松　崎　利　春
㈱ウオロクホールディングス 本　多　伸　一
㈱エヌエスケイ 本　間　龍　夫
北日本工芸㈱ 北　村　惇　夫
㈱クオリス 田　中　健　一
㈱澤井商店 沢　井　　　浩
㈱高幸 高　橋　幸　弘
高野ガス㈱ 高　野　幹　也
㈱新潟ケンベイ 山　﨑　正　敏
新潟酒販㈱ 池　田　良　一
㈱文武堂 小　島　和　夫
㈲港寿司本店 川　上　伸　一
㈱菱電社 岡　村　健　吉
工業部会（６名）
東和造船㈱ 五十嵐　由　之
新潟通信機㈱ 梶　山　美佐男
野崎印刷㈱ 野　﨑　力　夫
ハセガワ化成工業㈱ 長谷川　宏　志

藤木鉄工㈱ 藤　木　雅　朗
㈱堀川 堀　川　政　良
建設・不動産業部会（11名）
㈱S・U建築設計 角　南　邦　彦
㈱応用電業社 小　林　栄　思
久住電気㈱ 久　住　　　健
㈱コバリキ 小　林　　　建
第一建設工業㈱ 内　田　海基夫
㈱たかだ 髙　田　政　俊
㈱田代商会 山　作　奈穂子
㈱新潟藤田組 藤　田　直　也
福田道路㈱ 河　江　芳　久
丸運建設㈱ 小　田　　　等
㈱村尾技建 村　尾　建　治
金融業部会（３名）
東京海上日動火災保険㈱新潟支店 小　出　和　志
新潟県信用保証協会 坂　井　康　一
第四北越証券㈱新潟営業部 佐々木　克　行

輸送業部会（３名）
新日本海フェリー㈱新潟支店 寺　田　光　徳
富士運輸㈱ 田　中　榮　一
都タクシー㈱ 高　橋　良　樹
観光業部会（２名）
㈱行形亭 行　形　和　滋
新潟交通㈱ 星　野　佳　人
情報・サービス業部会（９名）
池経理事務所 池　　　淳　一
㈱ジャパンネット 山　本　和　則
㈱新宣 佐　野　健　次
武田中小企業診断士・社会保険労務士事務所 武　田　浩　昭
テンプスタッフフォーラム㈱ 廣　田　靖　人
新潟照明技研㈱ 中　村　直　弘
㈱新潟ビルサービス 鈴　木　謙　太
㈱BSNアイネット 梅　津　雅　之
㈱マンパワー 早　福　孝　憲
教育福祉医療部会（２名）

（一社）新潟県労働衛生医学協会 佐　藤　幸　示
㈱新潟関屋自動車学校 綿　井　伸　行
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