
2022年度　日本青年会議所　建設部会　組織図（案） 一号常任委員

1 伊藤 啓介 6 原澤　史浩 11 福村　愛理
2 山田 雄太 7 宮 佳武 12 酒井 大輔
3 佐藤　浩樹 8 河野 智昭 13 岩崎 英一郎

4 伊藤 峻 9 八角 友浩 14 舘　正人
5 草野 祐介 10 平田 光秀 15 清水 智成

16 松下 雄平 25 久富 祐樹

17 村井 祥宏 26 南原 淳一

18 西谷 友希 27 熊野 有郎

19 林　久 28 野村 翔悟

20 大森 将平 29 牟田　真也

21 福田 竜也
22 大前 裕也
23 縄田 浩明
24 中野 勝之

福島
三重

千葉 2 宮城 9 室長 十文字 俊之 福島 17 委員長 渡邊　傑 宮城

18 委員長 丸山　明雄 宮城
2
1

3 神奈川 10 室長 本間　幸紘 東京 19 委員長 松川　保博 東京

4 愛知 11 室長 渡部　貴博 愛知 20 委員長 鈴木 聖享 愛知

5 京都 12 室長 木下　雅斗 京都 21 委員長 徳下　太一 大阪

1 越の国富山

6 熊本 13 室長 重野　隆太 鹿児島 22 委員長 中園 大揮 熊本

7 静岡 14 室長 岩崎　正一 千葉 23 委員長 小林　大輔 千葉

15 室長 森田 和也 三重 24 委員長 福島 有希 三重

8 越の国富山 16 局長 金堂　克哉 越の国富山 委員 個人 鎌田　愛未
委員 越の国富山 城川　昴之

27代 ① 委員 個人 佐佐木 英行

30代 ② 局長 金堂　克哉 越の国富山 委員 石川 橘　裕之
48代 ③ 委員 宮城 豊川　竜司
52代 ④ 委員 長崎 田崎 大輔

⑤
⑥

神奈川 ⑦ 宮城 ⑧

群馬 ⑨

愛知 ⑩

大阪 ⑪

宮崎 ⑫

徳島 ⑬

副部会長（事業グループ担当）

鈴木　優一

諸会議・総会（1月・5月）

運営専務

齊藤　慎介

　シニア交流会　副代表幹事

三居　誠

　シニア交流会　副代表幹事

塚本　浩史

　シニア交流会　副代表幹事

古越　純

　シニア交流会　副代表幹事

平尾　道哉

　シニア交流会　副代表幹事

金子　敬祐 阿部　伸一郎

愛知建設ｸﾗﾌﾞ

静岡ブロック建設ｸﾗﾌﾞ

三重建設ｸﾗﾌﾞ

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 石川ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

越の国富山ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

群馬建設ｸﾗﾌﾞ

彩の国建設ｸﾗﾌﾞ

東京建設ｸﾗﾌﾞ

千葉ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

神奈川ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

九州・沖縄地区クラブ代表

福岡ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

長崎ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

熊本ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

宮崎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

事務局 情報発信委員

財務局

神下　康弘

シニア交流会　代表幹事 　シニア交流会　副代表幹事

河合 良紀

野村 康幸 富山
高田 洋志 千葉
佐久間 竜一 彩の国

特別顧問
原田 信 大阪
岩崎 光 熊本

宮城

顧問

相談役 各クラブ推薦

全国部会員大会運営室 全国部会員大会運営委員会

監　事
國分 久徳

西出 匠吾

直前部会長

総
　
　
会 西村 大仁郎

常
任
委
員
会
議

業種別連絡会議連携室 業種別連絡会議連携委員会

個人会員

二号常任委員

研修ミッション運営室

京都会議運営室 京都会議運営委員会

官公庁政策勉強会(9月)
官公庁連携室 官公庁連携委員会

サマーコンファレンス ブース出店(7月)

中村　謙

部会長

岡山ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

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

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

豊田　啓勤

副部会長（近畿・中国・四国担当）

林　隆一

全国大会（10月）
副部会長（九州地区担当）

ＪＣ秋田建設ｸﾗﾌﾞ

宮城ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

岩手建設ｸﾗﾌﾞ

福島ブロック建設ｸﾗﾌﾞ

近畿・中国・四国地区クラブ代表

大阪ﾌﾞﾛｯｸ建設ｸﾗﾌﾞ

京都建設ｸﾗﾌﾞ

兵庫建設ｸﾗﾌﾞ

和歌山建設ｸﾗﾌﾞ

新年会（1月）

千葉　直也

定例会 部会の魅力再確認（3月）

副部会長（北陸・東海担当） 魅力発信室 魅力発信委員会
立石　圭佑

現役会員・シニア会員交流事業（6月）

副部会長（関東地区担当） 交流室 交流委員会

国際ミッション（8月）
副部会長（北海道・東北地区担当） 研修ミッション運営委員会

髙橋　圭

研修ミッション運営委員会


