
敬称略、役職、地区会、支部等別、50音順 令和4年5月27日

№ 役職 氏名 地区会 会社名 № 役職 氏名 地区会 会社名

1 会長 横田貞一 高崎 平和衡機㈱ 43 理事 靜　朋人 安中 ㈱並木

2 副会長 川崎信行 高崎 ㈱川崎工務店 44 理事 萩原永史 安中 萩原建設㈱

3 副会長 清水正郎 高崎 ㈱研屋 45 理事 富所莊司 群馬 ㈲中央住宅販売

4 副会長 高橋永一 高崎 三城エンジニアリング㈱ 46 理事 真塩博人 群馬 ㈲真企画

5 副会長 林　　進 高崎 ㈱林製作所 47 理事 森下喜和 群馬 ㈱モリシタ電気

6 副会長 町田　久 渋川 ㈱渋川製作所 48 理事 上野　勤 榛名 ㈲上野建興

7 副会長 氷見　実 安中 ㈱氷見鉄工所 49 理事 芹澤尚明 榛名 芹澤建設㈱

8 副会長 清水　威 榛名 サンエス工業㈱ 50 理事 中島勝利 松井田 ㈱松昇

9 副会長 森田　繁 伊香保 ㈱古久家旅館 51 理事 畑　行至 松井田 土屋建設㈱

10 副会長 栁澤佳雄 箕郷 エスビック㈱ 52 理事 木村幸久 伊香保 ㈲ホテルきむら

11 副会長 勝野信孝 吉岡 勝野建設㈱ 53 理事 高橋秀樹 伊香保 ㈲美松

12 副会長 髙栁正行 吉井 ㈱メンズショップ三峰 54 理事 大根原章友 箕郷 ㈱高鐵工業

13 副会長 岩井加代子 女性 ㈲ライトハウス 55 理事 髙橋　聡 箕郷 ㈱髙橋巧務店

14 理事 北形信也 高崎 ㈱アイテク 56 理事 高橋伸武 箕郷 ㈱武井建設

15 理事 関口朋克 高崎 東栄電工㈱ 57 理事 原澤一仁 吉岡 ㈱原沢組

16 理事 廣瀬雅美 高崎 ヒロパックス㈱ 58 理事 春山和久 吉岡 ㈱春山鉄筋

17 理事 小林　均 高崎 ㈲小金 59 理事 岡本有司 榛東 ㈱卯三郎こけし

18 理事 神澤利之 高崎 かんざわ㈱ 60 理事 小野関治義 榛東 ㈲小野関製作所

19 理事 竹内一普 高崎 ㈱プリエッセ 61 理事 飯塚順一 子持 ㈲飯塚建築

20 理事 小野喜一 高崎 ㈱小野製作所 62 理事 埴田紀房 子持 ㈱サンエス渋川

21 理事 杉浦芳郎 高崎 杉浦紙工㈱ 63 理事 追川徳信 倉渕 追川工業㈱

22 理事 悦永雅夫 高崎 ㈲松永 64 理事 牧野茂実 倉渕 牧野酒造㈱

23 理事 豊泉幸雄 高崎 ㈱豊田園 65 理事 佐藤信裕 新町 武内産業㈱

24 理事 堀越芳春 高崎 江木食品工業㈱ 66 理事 針谷　一 新町 針谷工事㈱

25 理事 大植保則 高崎 松井鉄工㈱ 67 理事 石田洋一 北橘 石田商事㈲

26 理事 岸　義將 高崎 ㈱岸土木 68 理事 粕川良行 北橘 芙蓉建設㈱

27 理事 羽鳥武久 高崎 ㈱羽鳥鉄工所 69 理事 木暮　唱 赤城 ㈱木暮組

28 理事 金井　浩 高崎 三山鋼機㈱ 70 理事 田子元幹 赤城 田子林業㈱

29 理事 内藤賢治 高崎 荒瀬印刷㈱ 71 理事 小林　明 吉井 ㈱小林製作所

30 理事 髙橋　聡 高崎 髙橋工業㈱ 72 理事 髙橋達司 吉井 ㈱町田工業

31 理事 須郷　弘 高崎 大和商工㈱ 73 理事 根岸　淳 吉井 ㈱根岸

32 理事 飯嶋藤平 高崎 ㈱糀屋 74 理事 遠藤直行 青年 ㈱田村屋

33 理事 田口恵一 高崎 ㈲田口不動産 75 理事 横田裕正 青年 ㈱ヘイワ・サプライ

34 理事 川鍋太志 高崎 カワナベ工業㈱ 76 理事 岡田美智子 女性 ㈱山岸製作所

35 理事 大野育夫 高崎 飛鳥工業㈱ 77 理事 佐藤貴江 女性 ㈱セイモー

36 理事 石綿和夫 高崎 高崎商工会議所 78 理事 梁瀬　剛 税理士会 ㈲ヤナセ会計事務所

37 理事 新井久男 高崎 高崎信用金庫 1 監事 有田大輔 税理士会 朝日税理士法人

38 理事 横田勇起 高崎 ㈱群馬銀行 高崎支店 2 監事 川口昌啓 高崎 群馬電装㈱

39 理事 塚越幸彦 高崎 ㈱東和銀行 高崎支店 3 監事 竹中　隆 高崎 ㈱竹中組

40 理事 秋元良介 渋川 ㈱Ａ・サポート

41 理事 今成克之 渋川 今成運送㈱

42 理事 須田誠一 渋川 ホクブ㈱

令和４年度 一般社団法人高崎法人会 役員名簿

○役員合計=81名（理事78名、監事3名）

○理事内訳=会長（代表理事）1名、

　　　　　　　　 副会長（業務執行理事）12名、理事65名


