
 

令和３年度 公益社団法人広島西法人会 役員名簿（案） 

理事６１名（内、会長１名・副会長６名・常任理事２４名・理事３０名）・監事３名 

（会長：１名） 

役職 担当 役員名 会社名 備考 

会長  伊藤  學人 （株）イトー  

     

（副会長：６名） 

役職 担当 役員名 会社名 備考 

副会長 総務 坂本  伸幸 坂本重工（株）  

〃 組織・青年部会 杉川   聡 （株）第一ビルサービス  

〃 税制 中  雄二 中   

〃 広報 河野  高信 己斐商事（株）  

〃 調査課法人（研修） 三島   豊 三島食品（株）  

〃 厚生・女性部会 田中  一範 田中倉庫運輸（株）  

     

（監事：３名） 

役職 担当 役員名 会社名 備考 

監事  西川  正洋 西川ゴム工業（株）  

〃  中村  哲朗 カクサン食品（株）  

〃  渡邉  健介 アクト（株） 新任 

     

（総務担当：１名） 

役職 担当 役員名 会社名 備考 

常任理事 総務 副委員長 渋谷  憲和 （株）シブヤ  

     

（調査課法人担当：６名 内、常任理事２名） 

役職等 担当 役員名 会社名 備考 

常任理事 調査課 副委員長 中村  一朗 中村角（株） 支部兼務 

常任理事 調査課 幹事 古田  裕三 大昌工芸（株）  

理事  永岡   周 （株）中電工 新任 

〃  井上  豊久 （株）ジェイ・エム・エス 新任 

〃  土井   学 広島アルミニウム工業（株）  

〃  前田  恭男 （株）共立  

     

役職 担当 役員名 会社名 備考 

顧問  中村  成朗 中村角（株）  

〃  寒川  起佳 （株）紀陽  

     

役職 担当 役員名 会社名 備考 

参与 総務 諏訪  昭登 （有）諏訪  

〃  〃 安部  憲明 税理士法人 安部事務所  

〃 組織 河村   満 （株）国栄電気商会  

〃 広報  愷忠 菱光産業（株）  

〃 調査課 小島  謙介 （株）栗本  

〃 厚生 佐古  雅則 キョーリツ（株）  

〃  〃 羽井  紀行 （株）フレッズ  

     

役職 担当 役員名 会社名 

相談役   中国税理士会広島西支部 支部長 

〃   中国税理士会広島西支部 副支部長 

〃   中国税理士会広島西支部   〃 

     



 

支部会担当役員：４８名 

（大手千田支部：６名 内、常任理事３名） 

役職 担当 役員名 会社名 備考 

常任理事 
支部長 

組織 幹事 
川妻  利絵 広島管財（株） ※ 

〃 副支部長 

広報 幹事 
佐古  隆司 キョーリツ（株） ※ 

理事 支部 幹事 坂根  紳也 （株）第一ビルサービス ※ 

〃  猪原  伸行 （株）猪原商会  

〃  大上  慎介 （株）弘法  

常任理事 女性部会副部会長 酒井  朋子 （有）酒井計算センター  

     

（本川支部：５名 内、常任理事２名） 

役職 担当 役員名 会社名 備考 

常任理事 支部長 田中   茂 （株）田中共栄商会  

〃 副支部長 石田  佳夫 （株）トータル  

理事 支部 幹事 村上  勇樹 第一モーター（有）  

〃  藤原  克実 （有）このみや  

〃  藤田  敏幸 （株）藤田商店広島支店  

     

（観音支部：５名 内、常任理事２名） 

役職 担当 役員名 会社名 備考 

常任理事 支部長 九十九  徹 （株）ツチヨシ産業  

〃 
副支部長 

広報 副委員長 
田中  岳子 田中食品（株）  

理事 支部 幹事 藤尾   恭 ユウベル（株）  

〃  池田  浩直 鯉城タクシー（株）  

〃 税制 幹事 池久保 典也 （株）池久保電工社  

     

（己斐支部：６名 内、常任理事３名） 

役職 担当 役員名 会社名 備考 

常任理事 支部長 穴田  一善 （有）穴田保険事務所  

〃 副支部長 宮本  髙志 （株）宮本金物本店  

理事 支部 幹事 廣田   昭 （株）広田造園  

常任理事 厚生 副委員長 梅田  一成 梅田（株）  

理事  前本  光央 （株）前正ホーム  

〃  大前  慶幸 （株）大前工務店 新任 

     

（庚午支部：４名 内、常任理事２名） 

役職 担当 役員名 会社名 備考 

常任理事 
支部長 

組織 副委員長 
寺西  哲也 （有）テラ・コーポレーション  

〃 副支部長 坪内  昭吉 （株）ナナツマチ  

理事 支部 幹事 隅田  高士 （有）スミダ総合保険事務所  

〃  小島  豊宏 小島建興（株）  

 

 

 

 

 

 

 



 

（江波舟入支部：６名 内、常任理事３名） 

役職 担当 役員名 会社名 備考 

常任理事 支部長 荒谷  寿一 （株）荒谷建設コンサルタント  

〃 副支部長 平賀  哲朗 平賀金属工業（株）  

理事 
支部 幹事 

厚生 幹事 
村上  洋一 （株）フジセンイ  

常任理事 税制 副委員長 緑   博康 緑鋼材（株）  

理事 広報 幹事 上田  英司 （株）上田モータース  

〃 広報 幹事 真 部  哲 西村黒鉛（株）広島支店  

     

（中広支部：５名 内、常任理事２名） 

役職 担当 役員名 会社名 備考 

常任理事 
支部長 

税制 副委員長 
廣川  正一 広川（株）  

〃 副支部長 荒川  愼吾 アイワ建設（株）  

理事 支部 幹事 吉野  篤敬 （株）信永産業  

〃  神頃  尚史 （株）広交本社 新任 

〃  村上  健一 （株）中和商会  

     

（商工センター支部：１１名 内、常任理事４名） 

役職 担当 役員名 会社名 備考 

常任理事 支部長 田村  満則 ヒロコンフーズ（株）  

〃 副支部長 江川  雅典 （有）エーケンテック  

〃 
支部 幹事 

広報 副委員長 
岸本  充雄 （株）ヒロカ  

理事 税制 幹事 櫻井  文晶 広島洋紙（株）  

〃 総務 幹事 山廣  篤司 （株）やまひろ  

〃  喜瀬   清 （株）ユニバーサルポスト  

〃  日髙 眞之助 広島魚市場（株）  

〃 総務 幹事 飯村  哲正 （株）飯村鉄工所  

〃 厚生 幹事 佐々木 栄史 お好みフーズ（株）  

常任理事  中村  一朗 中村角（株） 調査課兼任 

常任理事 青年部会部会長 池田  志帆 （株）木貞商店 新任 

     

 

 


