
(公社)浜松西法人会　2020年度役員名簿 2020/7/1現在

№ 役名 氏名 法人名 法人所在地

1 会長 　　祥治 村松精機㈱ 浜松市北区新都田1-2-9

2 筆頭副会長 中村　一壽 中村土建㈱ 湖西市吉美1267-1

3 副会長 守田　泰男 遠州信用金庫 浜松市中区中沢町81-18

4 副会長 前嶋　隆文 ソフトプレン㈱ 浜松市西区馬郡町3762-5

5 副会長 佐原　功一郎 佐原工業㈱ 湖西市鷲津2801-1

6 副会長 牧野　佳則 ㈱スズキビジネス 浜松市西区篠原町21339

7 副会長 辻村　昌彦 浜松磐田信用金庫 浜松市中区元城町114-8

8 副会長 寺井　昭敏 遠州鉄道㈱ 浜松市中区旭町12-1

9 相談役 中山　和彦 浜松倉庫㈱ 浜松市中区中央3-8-35

10 専務理事 伊藤　　敏 (公社)浜松西法人会 浜松市中区東伊場2-7-1

11 監事 山越　良二 ㈱静岡銀行浜松営業部 浜松市中区田町322-7

12 監事 藤澤　定幸 東海繊維㈱ 浜松市中区山手町22-7

13 監事 河合　利行 税理士法人カイト 浜松市中区早出町1212-11

14 理事 湖東　喜明 ㈱伊勢屋 浜松市中区佐藤1-40-28

15 理事 原田　安之 ㈱原田総合計画 浜松市中区上浅田1-11-30

16 理事 竹内　恵子 イセキサイド税理士法人 浜松市中区佐鳴台4-36-25

17 理事 薩川　　敏 ㈱サツ川製作所 浜松市南区鶴見町13-1

18 理事 鈴木　健一 浜松委托倉庫㈱ 浜松市中区西浅田1-6-40

19 理事 野村　忠己 ハマニ化成㈱ 浜松市西区大久保町1347-3

20 理事 鈴木　和行 エネジン㈱ 浜松市中区高林5-6-31

21 理事 塚本こなみ （公財）浜松市花みどり振興財団 浜松市西区舘山寺町195

22 理事 星井　広幸 ㈱河合楽器製作所 浜松市中区寺島町200

23 理事 森　　俊幸 森精工㈱ 湖西市吉美3426

24 理事 池戸　智之 池戸電気㈱ 浜松市中区森田町80

25 理事 大野木俊介 浜松委托運送㈱ 浜松市中区中央3-9-3

26 理事 大嶋　貴之 須山建設㈱ 浜松市中区布橋2-6-1

27 理事 加藤　登弘 曳馬土地開発㈱ 浜松市中区曳馬4-20-10

28 理事 杉上　正樹 ㈱カワイ友の会 浜松市中区寺島町200

29 理事 藤田　中也 三立製菓㈱ 浜松市中区中央1-16-11

30 理事 内田　浩幸 内田計器工業㈱ 浜松市中区八幡町150

31 理事 鈴木　一吉 ㈱鈴木電工 浜松市中区萩丘1-18-13

32 理事 久田　五海 ㈱美化興業 浜松市中区幸1-13-21

33 理事 宮本　明弘 ㈱中村組 浜松市中区住吉5-22-1

34 理事 鷲津　有一 ㈱アプライズ 浜松市中区中島3-17-25

35 理事 金指　忠久 ㈱金指商会 浜松市南区卸本町2000-2

36 理事 金森　孝三 ㈱トーキン 浜松市西区大久保町1509

37 執行役員 小杉　優治 浜松米穀㈱ 浜松市中区高林5-3-7

38 執行役員 内山　悦二 東陽機業㈱ 湖西市吉美1215-1

39 執行役員 竹下　文夫 宝繊維工業㈱ 浜松市北区初生町1255-2

40 執行役員 和久田　一 ㈱和久田組 浜松市中区泉2-5-29

41 執行役員 山田久仁彦 ㈱谷島屋 浜松市中区連尺町309-1

42 執行役員 岡野　裕貴 ㈱遠鉄百貨店 浜松市中区旭町12-1

43 執行役員 水野　悦雄 ㈱敷島屋 浜松市西区舘山寺町2792-1

44 執行役員 大石　晴久 社会保険労務士法人ときわ経営労務 浜松市中区常盤町132-13

45 執行役員 中村　哲也 羽立工業㈱ 湖西市新所3

46 執行役員 廣瀬　一樹 ヤマハ㈱ 浜松市中区中沢町10-1

47 執行役員 山下　智司 ㈱呉竹荘 浜松市中区東伊場1-1-26

48 執行役員 鈴木　朋重 ㈱ムガイ 浜松市北区新都田4-5-1



(公社)浜松西法人会　2020年度役員名簿 2020/7/1現在
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49 執行役員 谷　　典幸 ㈱ユニバンス 湖西市鷲津2418

50 執行役員 内藤　賢二 ユニバーサルネットワーク㈱ 浜松市中区新津町647

51 執行役員 袴田　　厚 ㈱鈴木組 浜松市中区神田町1522

52 執行役員 原川　　誠 ㈱原川 浜松市東区将監町30-12

53 執行役員 三浦　克啓 三浦鉄工㈱ 浜松市中区中島1-6-22

54 執行役員 水山　篤之 金田工業㈱ 浜松市中区高丘東3-18-5

55 執行役員 山下　政彦 ㈱スクロール 浜松市中区佐藤2-24-1

56 執行役員 渥美　　誠 冨士物産㈱ 浜松市中区早馬町3-5

57 執行役員 鷹森　晴彦 ㈲春華堂 浜松市中区鍛冶町321-10

58 執行役員 德田　智彦 ㈱コートク 浜松市中区鍛冶町100-1

59 執行役員 中川　博之 ㈱不二 浜松市中区神田町1179

60 執行役員 藤井　　昌 ㈱新機械技研 浜松市中区高丘東1-10-55

61 執行役員 良知　清志 ㈲野口電化 浜松市中区細島町13-3

62 執行役員 江間　正章 ㈱江間種苗園 浜松市中区下池川町18-20

63 執行役員 大橋　良彦 常盤工業㈱ 浜松市中区新津町197

64 執行役員 河合　正志 遠鉄観光開発㈱ 浜松市西区舘山寺町1891

65 執行役員 近藤　雅彦 太洋コンクリート工業㈱ 浜松市北区細江町中川500

66 執行役員 佐原　啓之 ㈱佐原運輸倉庫 湖西市白須賀4688-1

67 執行役員 神藤　雅章 ㈱サンウエルド 湖西市白須賀字宿北4380-5

68 執行役員 坪井　啓隼 つぼい工業㈱ 浜松市北区三方原町874-5

69 執行役員 中道　　一 中道工業㈱ 浜松市中区海老塚2-18-18

70 執行役員 中村　文一 中村撰果機㈱ 浜松市北区細江町広岡277

71 執行役員 中村　泰之 ㈱ホンダプリモ浜名湖 浜松市西区雄踏1-22-33

72 執行役員 西山　恭矢 西誠㈱ 浜松市西区馬郡町959-97

73 執行役員 袴田　　修 東洋設備㈱ 浜松市中区曳馬5-23-40

74 執行役員 藤井　信行 大和電気工業㈱ 浜松市中区元城町114-6

75 執行役員 藤田　真右 ㈱ベルモード 浜松市中区和合町193-18

76 執行役員 藤本　弘二 ㈱スズキ自販浜松 浜松市西区篠原町21339

77 執行役員 都田のり子 昭和楽器製造㈱ 浜松市中区上島1-8-55

78 執行役員 宮﨑　栄子 ㈱宮崎商店 浜松市西区雄踏町宇布見9283-4

79 執行役員 村上すづ子 ㈱村上産業 浜松市中区曳馬2-5-7

80 執行役員 山下　進介 山平建設㈱ 浜松市中区中央2-8-16

81 執行役員 伊藤正比呂 遠州ナイロン工業㈱ 浜松市中区神田町751

82 執行役員 杉野　泰治 浜松機材㈱ 浜松市中区高林5-3-28

83 執行役員 袴田　竹之 丸竹窯業㈱ 浜松市西区大人見町293-1

84 執行役員 平野　尚司 平野硝子㈱ 浜松市東区有玉北町1752-1

85 執行役員 宮田　　洋 ㈱遠鉄ストア 浜松市中区佐鳴台4-16-10

86 執行役員 明石　爲晴 明石石油㈱ 浜松市中区田町228-5

87 執行役員 大村  　仁 浜資㈱ 浜松市中区助信町31-1

88 執行役員 小野　晃司 サゴーエンタプライズ㈱ 浜松市中区鍛冶町135

89 執行役員 杉山　寿夫 ㈱伍葉精機 湖西市岡崎1448-10

90 執行役員 豊田　和壽 ㈱浜建 浜松市西区和地町5181-1

91 執行役員 中村　仁志 中村建設㈱ 浜松市中区中沢町71-23

92 執行役員 松浦　敬兒 ㈱エムイーシー 浜松市中区北寺島町300

93 執行役員 松尾　耕作 遠州織物工業（協） 浜松市中区山下町1-2

94 執行役員 向　　伸郎 大同生命保険㈱浜松支社 浜松市中区元城町216-18

95 執行役員 山口　敦司 ㈱ウチゲン 浜松市中区幸4-4-3


