
役職 氏名 事業所名 住所

会頭 深水 康之 旭印刷（株） 浜松町5-20

副会頭 白井 正雪 （株）白井商会 月 浦47-1

〃 森川 武治 （有）モナミ 桜井町3-4-13

〃 永野 利久 ＪＮＣ（株）水俣製造所 野口町1-1

常議員 池田  豪 （株）いけだ心善社 大黒町1-1-8

〃 黒田 徹真 興南電気（株） 浜松町5-13

〃 山科  碇 水光商事（株） 塩浜町8-20

〃 山中 一男 （有）山中水産 丸島町2-11-5

〃 福田 豊樹 （株）福田農場 陳 内2525

〃 斉藤 正欣 新興製機（株） 浜松町4-101

〃 白石 安弘 JNC開発（株） 汐見町1-5-45

〃 濵田 裕史 （株）モードフロンティア 塩浜町2-53

〃 高橋  勲 諫山工業（株） 古城1-11-45

〃 上野 義郎 （有）上野板金工業 百間町2-1-30

〃 永尾 美幸 （有）ＮＡＧＡＯ 古賀町2-11-1

〃 白石 安広 熊本中央信用金庫水俣支店 浜 町1-1-1

〃 野田 敦嗣 （株）熊本銀行水俣支店 古賀町1-2-5

〃 永田  靖 永田渉税理士事務所 陣 内1-13-1

〃 柴尾 善輝 産交バス（株）水俣営業所 月浦前田54-91

〃 一期﨑智太郎 （資）一期﨑畳店 昭和町1-3-14

〃 君島 徳昭 （資）君島タクシー 大園町1-3-3

〃 田尻泰比古 （株）湯の児海と夕やけ 大 迫1213

〃 島田  好久 （株）環境総合技術センター 古賀町2-12-7

〃 荒牧 和茂 ＮＴＴ西日本水俣営業所 昭和町2-3-1

監事 梅田 浩平 （株）肥後銀行水俣支店 大黒町1-1-36

〃 坂田 信介 坂田建設（株） 丸島町1-1-18

〃 坂口 俊一 （株）坂口組 洗切町14-1
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部会 氏名 事業所名 住所

衣料・雑貨 澤村 昭仁 豊田実業（株） 浜松町5-15

〃 高山 俊彦 （有）たかやま 桜井町3-4-25

〃 前田 茂樹 （有）前田生花店 南福寺７-７

〃 諌山 智和 （有）花心 港町1-3-22

日用品 永田 士朗 立尾電設（株） 初野75-1

〃 前川 秋男 富士電気興業（株）九州営業所 百間町2-4-16

食料品 宮本 昌典 （有）みやもと 江南町3-1

加工食品 ⿁塚 憲幸 （有）⿁塚日昭堂 百間町2-1-6

鉱工業 後藤 雄一 JNCエンジニアリング㈱九州支店 丸島町1-2-15

〃 摂津 隆祐 摂津工業（株） 浜松町4-101

〃 水本 惣 （株）アール・ビー・エス 月浦字前田54-190

〃 坂本圭志朗 河村電器産業（株）水俣工場 桜ヶ丘395

建設業 廣島 康雄 （株）岩井建設 越小場1077

〃 鐘ヶ江康幸 西松建設（株）水俣出張所 古賀町2-4-1

〃 松田 幸久 ＪＮＣセントラル（株） 丸島町1-2-15

〃 本山 直彦 （有）本山産業 初 野365-8

建材・木材 平山 英樹 （有）新生機械商会 古賀町2-10-8

〃 松本 武 （有）松本工務店 古城3-8-29

金融・庶業 山下 洋一 山下社会保険労務士事務所 白浜町3-4

〃 松下耕一郎 アクサ生命保険（株）水俣分室 大園町1-11-5-２Ｆ

〃 小西 義朗 （株）ＫＲＤ 白浜町20-58

〃 山口 和子 （医）啓愛会 浜4098-18

運輸・交通 小柳 泰祐 水俣石油（株） 天神町2-1-1

〃 諫山 貴宏 ユナイテッドトヨタ熊本㈱カローラ熊本水俣店 桜井町2-1-1

〃 窪田 宣理 （有）水俣観光バス 梅戸町1-1-204

〃 岡﨑  亮祐 クロックス（株） 百間町1-1-27

観光 盛下 修一 （株）鶴水荘 湯 出1565

〃 貝賀 克彦 （有）プラグレス（タブール） 浜 町3-1-33

サービス 井手原慎吾 南部環境（株） 月 浦367-1

〃 濱田 憲治 （株）JNCﾋｭｰﾏﾝﾃｯｸ・ｻﾎﾟｰﾄ 野口町1-1
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部会 氏名 事業所名 住所

衣料・雑貨 池田  豪 （株）いけだ心善社 大黒町1-1-8

日用品 黒田 徹真 興南電気（株） 浜松町5-13

〃 山科  碇 水光商事（株） 塩浜町8-20

食料品 山中 一男 （有）山中水産 丸島町2-11-5

加工食品 福田 豊樹 （株）福田農場 陳 内2525

鉱工業 斉藤 正欣 新興製機（株） 浜松町4-101

〃 白石 安弘 JNC開発（株） 汐見町1-5-45

建設業 濵田 裕史 （株）モードフロンティア 塩浜町2-53

〃 高橋  勲 諫山工業（株） 古城1-11-45

建材・木材 上野 義郎 （有）上野板金工業 百間町2-1-30

〃 永尾 美幸 （有）ＮＡＧＡＯ 古賀町2-11-1

金融・庶業 白石 安広 熊本中央信用金庫水俣支店 浜 町1-1-1

〃 野田 敦嗣 （株）熊本銀行水俣支店 古賀町1-2-5

〃 永田  靖 永田渉税理士事務所 陣 内1-13-1

〃 下村 孝一 ＪＡあしきた水俣基幹支所 浜 町2-9-23

運輸・交通 柴尾 善輝 産交バス（株）水俣営業所 月浦前田54-91

〃 一期﨑智太郎 （資）一期﨑畳店 昭和町1-3-14

観光 君島 徳昭 （資）君島タクシー 大園町1-3-3

〃 田尻泰比古 （株）湯の児海と夕やけ 大 迫1213

サービス 島田  好久 （株）環境総合技術センター 古賀町2-12-7

〃 荒牧 和茂 ＮＴＴ西日本水俣営業所 昭和町2-3-1

水俣商工会議所２号議員名簿（定数２１名）
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部会 氏名 事業所名 住所

日用品 村岡 和貴 太陽電気（株）水俣支店 ひばりヶ丘2-31

鉱工業 土田  錠 アクトビーリサイクリング(株) 塩浜町278-6

建材・木材 江口 隆一 太陽生コンクリート（株） 小津奈木478

〃 山内 勇美 新栄合板工業（株） 袋赤岸海50

〃 大川 信也 （有）大川林業 浜松町5-61-5

金融・庶業 嶋田 誠 生活協同組合くまもと 古賀町1-1-1

運輸・交通 吉永美智代 （株）吉永商会 月浦前田54-110

〃 野口 広己 南九州センコー（株） 港 町1-3-12

観光 窪田 賢二 （有）あらせ 栄 町2-2-7

部会 氏名 事業所名 住所

衣料・雑貨 徳永 行宏 （資）徳永 港町3-1-28

日用品 桑迫  守 （株）九電工水俣営業所 初 野365-2

食料品 橋本 隆介 橋本水産（株） 旭 町1-2-15

加工食品 霜村 和正 霜村商店 桜井町2-2-26

鉱工業 森下 惟一 （株）エム・ティ・エル 古賀町2-5-11

建設業 吉村 博司 （株）三宅組 南福寺2-52

建材・木材 渕上  学 渕上畳店 ⾧野町8-10

金融・庶業 坂本 孝博 坂本社会保険労務士事務所 大園町3-6-10

運輸・交通 副島 一浩 （同）副島商店 浜町3-4-16

観光 南里 征輝 （有）九州観光物産社 袋薄月847

サービス 中田久美子 （有）丸大 大園町2-8-19

水俣商工会議所３号議員名簿（定数９名）
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