
丸山　賢一 三浦　雄人 寺越　和生

鈴木　武 中島　寛 小林　義明

千葉　智久 門脇　雅宜 立石　圭佑

長谷川　順一 杉本　康 松井　孝倫

箭内　貴之 齋藤　雅文 武藤　浩司

八木　好洋 堤 　倫亮

林　隆一 田崎大輔

福本　一生 松本　力

山本　哲 後藤　健太

山本　竜義 牟田　真也

北田　佳嗣

丹生　富浩

高木　伸也

中野　勝之

大阪

宮崎

三重

副部会長 阿部　伸一郎 宮城 室長 佐藤　浩樹 宮城 委員長 大友　勇平 宮城 副委員長 及川　貴也 岩手

熊本

副部会長 中村　謙 千葉 室長 鎌形　祐太 千葉 委員長  𣜿 英太郎 千葉 副委員長 八角　友浩 千葉
2
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室長 渡邉　靖広 千葉 担当委員長 西村 大仁郎 越の国富山

担当委員長 岡田　太陽 彩の国

担当委員長 林　靜摩 越の国富山

副部会長 西出　匠吾 三重 室長 平野 智也 三重 委員長 森田　和也 三重 副委員長 古山　大祐 静岡

副委員長 久米　崇也 静岡

副委員長 齋藤　佑樹 石川

副委員長 竹内　偵浩 愛知

東京

副部会長 髙田　祥弘 京都 室長 田中　友 大阪 委員長 泉本　真宏 大阪 副委員長 柏原　弘明 徳島

副委員長 谷口　豊 京都

副委員長 田肥　友悟 大阪
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副部会長 千代田　厳勝 福岡 室長 山崎　祐紀 長崎 委員長 南　隆一 熊本 副委員長 野田　泰作 熊本

副委員長 田村　卓矢 宮崎

　 副委員長 井星　幸雄 福岡

副部会長 須藤　俊基 千葉 室長 高橋　圭 宮城 委員長 松永　元孝 東京 副委員長 丸山　明雄 宮城

副委員長 中川　貴文 東京

副委員長 古越　純 愛知

副委員長 平山　正芳 徳島

副委員長 中野　義久　 熊本

室長 柴田　昭浩 越の国富山 委員長 渡部　貴博 愛知 副委員長 内藤　宗拓 愛知

室長 國分　久徳 福島

東京 委員長 末原　伸隆 東京 副委員長 庄司　剛英 東京

副委員長 植松　崇 東京

局長 水谷　江利 東京 次長 立原しょう子 東京

局長 堀口　泰佑 東京 次長 岸良　圭祐 東京

東京

副運営専務

天明　邦聡

財務局 財務局

シニア交流会 代表幹事 川瀬　隆啓
事務局 事務局

相談役 各クラブ推薦
運営専務 渉外委員会 渉外委員会

河野　智昭

峰　栄樹 長崎

広報室

柳　一幸 三重

石井　秀和 香川

顧　　問
大場　亮 宮城

佐久間　竜一

会員拡大推進室 会員拡大推進委員会

通年・7月サマコン

西村　良 愛知

彩の国

高田　洋志 千葉

5月ミッション・9月官公庁

2月正副・10月部会員大会　

1月京都会議・4月正副・8月正副・常任・定例会　

全国部会員大会運営委員会

特別顧問 阿部　博司
会員支援担当

近畿・中国・四国地区担当 例会運営室 例会運営委員会

会員拡充室 会員拡充委員会
東京

会員拡充委員会

6月正副・常任・定例会・臨時総会

直前部会長

個人会員
岡本　勇紀

二号常任委員

3月正副・常任・定例会・9月正副

総
　
　
会

常

任

委

員

会

議

西島　有以 関東地区担当 会員交流室 会員交流委員会

部会長

坂口　輝昭

九州・沖縄地区担当 会員研修室 会員研修委員会

官公庁特別室 官公庁特別委員会

東海・北陸地区担当 全国部会員大会運営室 全国部会員大会運営委員会

監　事
平尾　道哉

齊藤　慎介

広島ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

香川ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

岡山ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ 鹿児島ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

徳島ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ
高知ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

会員交流委員会

一号常任委員

北海道・東北地区クラブ代表 関東地区クラブ代表 東海・北陸地区クラブ代表

北海道地区建設ｸﾗﾌﾞ 群馬建設ｸﾗﾌﾞ 石川ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

近畿・中国・四国地区クラブ代表 九州・沖縄地区クラブ代表

岩手建設ｸﾗﾌﾞ 千葉ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ 静岡建設ｸﾗﾌﾞ

福島ブロック建設ｸﾗﾌﾞ 神奈川ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ 三重建設ｸﾗﾌﾞ

兵庫建設ｸﾗﾌﾞ 熊本ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

和歌山建設ｸﾗﾌﾞ 宮崎ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

会員拡大推進委員会

北海道・東北

関東

東海・北陸

近畿・中国・四国

九州・沖縄

担当地区

ＪＣ秋田建設ｸﾗﾌﾞ 彩の国建設ｸﾗﾌﾞ 越の国富山ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

宮城ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ 東京建設ｸﾗﾌﾞ 愛知建設ｸﾗﾌﾞ

大阪ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ 福岡ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

京都建設ｸﾗﾌﾞ 長崎ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

北海道・東北地区担当 労働環境促進室 労働環境促進委員会 労働環境促進委員会

例会運営委員会

会員研修委員会


