
≪天竜地域≫ 総代選出数　55名

ＮＯ 地 区 氏　名 事業所名 ＮＯ 地 区 氏　名 事業所名 ＮＯ 地 区 氏　名 事業所名

1 車道01 水野　加吉 水野建築 40 谷山他01 中谷　陽一朗 ㈱杉の里 1 浦川 堀田　正人 ㈱浦川建設

2 車道02 桂田　英孝 ㈲二俣電気工業社 41 谷山他02 伊藤　哲夫 ㈱花桃の里 2 〃 大庭　勇司 ㈲大庭水道

3 横町 鈴木　伸行 ㈲スズキタタミ 42 東・中村 藤井　孝雄 藤井左官 3 〃 坂根　俊典 割烹旅館　おかめ

4 中町01 佐々木　博秀 みつば美容室 43 大嶺・白倉01 吹野　勝良 三角屋 4 〃 乗本　和男 ヘアーサロン　ノリモト

5 中町02 鈴木　達己 苔昭堂表具店 44 瀬尻 大石　正明 大石モータース 5 〃 道林　尚人 ㈱道林建設

6 諏訪町 服部　直人 服部理容所 45 瀬尻 大石　保 ㈱明善フォレスト 6 〃 太田　一明 太田建築

7 神明町 中谷　明史 Kissa山ノ舎 7 〃 挽内　章介 ㈲ケア浦川

8 新町01 鶴見　智男  ㈱正木屋 8 〃 松浦　賢 松浦電設

9 新町02 袴田　秀治 百　酒店 ＮＯ 地 区 氏　名 事業所名 9 佐久間 大見　恵子 ㈲大見商店

10 西新町 奥田　勝也 ㈲奥田建設 46 東部 大桒　昇 大桒電気 10 〃 門屋　芳里 ㈲門屋工業

11 吾妻町01 太田　勝啓 ㈲くすり東海堂 47 市場旭組 大石　辰弘 大石水道 11 〃 月花　正人 ㈲月花工機

12 吾妻町02 稲垣　勝俊 酒のいながき 48 西　部 西泉　元久 ㈲山西製材所 12 〃 中西　正俊 ㈲中部電化センター

13 西古町01 齋藤　謙司 ㈲さいとうラーメン店 49 懐　山 青木　良治 ビックセラミック 13 〃 阿垣　吏 ㈲ツカサ興業

14 西古町02 松島　伸典 光月堂 50 東藤平 岡田　純一 岡田建築 14 山香・城西 佐々木　宣 ㈲サンテック佐久間店

15 本町 原川　慶雄 ㈲政本屋 51 下落合 太田　勝則　 ㈲カネタ太田園 15 〃 伊藤　裕彦 伊藤建設㈱

16 城下 和久田　秀治 八幡屋 52 青谷 池上　明夫 ライフ・ワン 16 〃 植山　英二 ㈱植山建築

17 川口 片桐　邦雄 寿司割竹染 53 両　島 小長谷　政博 ㈲コナガヤ 17 〃 渥美　英敏 ㈲渥美建設

18 旭町 鈴木　晴之 鈴木左官 54 緑恵台 大桑　正次 大桑建築 18 〃 橋本　幹雄 ミキの会

19 阿蔵01 渡辺　健一 渡辺電子 55 渡ヶ島・米沢 鈴木　全伯 ㈲鈴木縫製

20 阿蔵02 川島　光昭 ㈱タイコーアドバンス

21 北鹿島 藤井　千繁 藤井建築

22 西鹿島01 鈴木　峰夫 ㈲鹿島建築 ＮＯ 地 区 氏　名 事業所名

23 西鹿島02 松野　利博 ㈲松野電器商会 ＮＯ 地 区 氏　名 事業所名 1 小畑 山道　孝司 ㈲山道商店

24 西鹿島03 小島　優子 ㈲福来軒 1 気田 正久　厚成 ㈱正久工業 2 〃 守屋　好孝 ㈲守屋水道配管設備

25 西鹿島04 杉山　徹 ハウディ 2 〃 山本　政章 山本商店 3 〃 小松 裕勤 小松屋製菓

3 〃 柳澤　孝好 柳澤屋 4 〃 高木 嘉則 高木時計店

4 〃 森下　洋行 森下晴美商店 5 〃 坂口 篤彦 ㈲コントラクション坂建

ＮＯ 地 区 氏　名 事業所名 5 〃 大道　佳久 まるよし 6 大里 守屋　孝 ㈲水窪タクシー

26 栄町01 田畑　康幸 ㈲山東 6 〃 松下　計夫 計建築 7 〃 大倉 加寿利 志津屋商店

27 栄町02 黒川　正浩 明建工房 7 〃 萩間　常司 旭木材工業㈱ 8 〃 高木　繁雄 高木ふとん店

28 栄町03 高垣　保伸 高垣建築 8 〃 木下　正美 ㈱ミツワ商店 9 〃 板橋 清巳 板橋左官

29 大谷 西尾　豊 西尾紙器製作所 9 〃 高須　　謙 高須書店 10 大原 森下　温 森下商店

30 山王・水ヶ谷 大城　龍夫 大城工業 10 〃 日置　正 リカーズひおき 11 本町 耳塚　高晴 八幡屋製菓舗

31 八幡01 大塚　昇 大塚工房 11 〃 鈴木　宏和 ㈲大原屋商店 12 向市場 耳塚　誠二 耳塚酒店

32 八幡02 右島　明 ㈱遠鉄ストア天竜店 12 〃 平山　佳津子 川坂屋旅館 13 西浦 伊藤 勇一 伊藤製材

33 八幡03 秋山　享衛 ㈱アキヤマ 13 〃 鈴木　陽一 ㈲鈴陽鉄工 14 向島 松島 将木 松島建築

34 相生01 内山　義知 内山木材店 14 〃 栗崎　克之 栗崎園 15 定款 中　正俊 NPOこいねみさくぼ

35 相生02 甲斐　正和 フジ精工㈱ 15 犬居 松田　高史 曲渕ラジオ店

36 横川 若松　時吉 若松建築 16 〃 後藤　和己 ㈲後藤モータース

37 船明01 岡部　利夫 とし建築 17 〃 渡辺　美佐男 和泉造園

38 船明02 山下　洋平 ヤマヘイ工房 18 〃 藤江　正八 八十八農園 全総代選出数　110名
39 船明03 内山　吉実 住宅工房　よしみ工務店 19 〃 森下　利治 T.M電工

20 熊切 村松　正一 春野モータース

21 〃 井口　隆久 井口園

22 〃 沢口　明司 沢口農機 ◎本名簿は商工会事業所コード順に掲載しております。

令和3年度～令和5年度　天竜商工会　総代員名簿

≪春野支部≫　総代選出数　22名
≪水窪支部≫　総代選出数　15名

≪佐久間支部≫　総代選出数　18名

光　明　支　部

二　俣　支　部 竜　川　龍　山　支　部

熊 ・ 阿　多　古　支　部


