
会　　長 豊　田　鐵　郎 株式会社豊田自動織機 取締役会長

副 会 長 中　西　勝　則 株式会社静岡銀行　取締役会長

山　浦　愛　幸 株式会社八十二銀行　取締役会長

上　田　　　豪 株式会社百五銀行　代表取締役会長

中　村　捷　二 中部ガス株式会社　取締役相談役

水　野　明　久 中部電力株式会社　代表取締役会長

佐々木　眞　一 トヨタ自動車株式会社　元副社長

小　川　　　謙 日本トランスシティ株式会社　代表取締役社長　社長執行役員

竹　中　裕　紀 イビデン株式会社　代表取締役会長

柘　植　康　英 東海旅客鉄道株式会社　代表取締役会長

村　瀬　幸　雄 株式会社十六銀行　取締役頭取

安　藤　隆　司 名古屋鉄道株式会社　代表取締役社長

大　島　　　卓 日本ガイシ株式会社　代表取締役社長

中　田　卓　也 ヤマハ株式会社　取締役　代表執行役社長

碓　井　　　稔 セイコーエプソン株式会社　代表取締役社長

安　形　哲　夫 株式会社ジェイテクト　取締役社長

中　村　昭　彦 株式会社三菱ＵＦＪ銀行　取締役副頭取執行役員

理　　事 今　井　　　正 新日鐵住金株式会社　執行役員名古屋製鐵所長

専務理事 小　川　正　樹

常務理事
事務局長

藤　原　啓　税

常務理事 栗　原　大　介

監　　事 伊　藤　卓　志 ＮＤＳ株式会社 取締役会長

大　津　正　己 川北電気工業株式会社 代表取締役社長

森　本　　　審 株式会社名古屋観光ホテル 代表取締役社長

冨　田　克　典 株式会社みずほ銀行　常務執行役員

2019年２月４日  

(敬称略･順不同)

役　員　名　簿

理　事

監　事
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常任政策議員 豊　田　幹司郎 アイシン精機株式会社　取締役会長

小　出　眞　市 株式会社愛知銀行　取締役会長

佐　藤　　　徹 愛知電機株式会社　代表取締役社長

神　田　 　一 愛知時計電機株式会社　取締役会長

石　塚　久　継 石塚硝子株式会社　代表取締役　社長執行役員

柴　田　昌　治 エヌジーケイ・テクニカ株式会社　取締役会長

土　屋　　　嶢 株式会社大垣共立銀行　取締役頭取

岡　谷　篤　一 岡谷鋼機株式会社　取締役社長

三　輪　芳　弘 興和株式会社　取締役社長

小　島　洋一郎 小島プレス工業株式会社　相談役

神　野　吾　郎 株式会社サーラコーポレーション　代表取締役社長

坪　内　義　人 ジェイアールセントラルビル株式会社　代表取締役社長

中　山　　　理 株式会社ジェイアール東海髙島屋　代表取締役会長

山　本　良　一 Ｊ．フロントリテイリング株式会社　取締役兼代表執行役社長

永　井　　　淳 新東工業株式会社　取締役社長

田　口　義　隆 セイノーホールディングス株式会社　代表取締役社長

谷　川　憲　三 株式会社第三銀行　代表取締役会長

石　黒　　　武 大同特殊鋼株式会社　取締役社長執行役員

瀧　　　健太郎 瀧定名古屋株式会社　代表取締役社長

滝　　　茂　夫 タキヒヨー株式会社　代表取締役会長執行役員

深　町　正　和 株式会社中京銀行　取締役会長

小　松　伸　生 中京テレビ放送株式会社　代表取締役社長

白　井　文　吾 株式会社中日新聞社　代表取締役会長

太　田　雅　晴 中部鋼鈑株式会社　取締役相談役

杉　浦　正　樹 中部日本放送株式会社　代表取締役社長

加　藤　宣　明 株式会社デンソー　相談役

石　黒　大　山 東海テレビ放送株式会社　代表取締役会長

安　井　香　一 東邦ガス株式会社　取締役会長

富　田　和　夫 東朋テクノロジー株式会社　取締役会長

白　石　好　孝 東陽倉庫株式会社　代表取締役会長

大　野　智　彦 株式会社トーエネック　代表取締役社長　社長執行役員

豊　島　半　七 豊島株式会社　代表取締役社長

大　井　祐　一 豊田通商株式会社　取締役　副社長執行役員

加　藤　千　麿 株式会社名古屋銀行　取締役会長

横　井　正　彦 名古屋テレビ放送株式会社　代表取締役社長

笠　原　慶　弘 株式会社名古屋三越　代表取締役社長執行役員

五十嵐　一　弘 日本車輌製造株式会社　取締役社長

常任政策議員・政策議員
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尾　堂　真　一 日本特殊陶業株式会社　代表取締役会長兼社長

小　倉　　　忠 株式会社ノリタケ カンパニー リミテド　取締役社長

小　池　利　和 ブラザー工業株式会社　代表取締役会長

種　橋　潤　治 株式会社三重銀行　取締役会長

藤　森　利　雄 名港海運株式会社　代表取締役社長

黒　野　友　之 株式会社名鉄百貨店　代表取締役社長

藤　本　和　久 矢作建設工業株式会社　代表取締役会長

林　　　芳　行 リンナイ株式会社　代表取締役会長

政策議員 小　野　勇　治 アイカ工業株式会社　代表取締役社長

岩　瀬　隆　広 愛知製鋼株式会社　取締役会長

長　　　典　俊 朝日新聞名古屋本社　執行役員名古屋本社代表

天　野　源　之 天野エンザイム株式会社　取締役社長

松　本　茂　伸 伊藤忠商事株式会社　審議役　中部支社長

翁　　　豊　彦 株式会社イノアックコーポレーション　代表取締役

前　田　栄　次 株式会社ＮＴＴデータ東海　代表取締役社長

谷　　　　　誠 株式会社ＮＴＴドコモ東海支社　執行役員　東海支社長

花　木　義　麿 オークマ株式会社　代表取締役社長

村　上　考　司 株式会社大林組名古屋支店　常務執行役員支店長

片　山　　　豊 鹿島建設株式会社中部支店　常務執行役員支店長

髙　木　清　秀 株式会社カノークス　代表取締役社長

河　合　弘　隆 株式会社河合楽器製作所　代表取締役会長兼社長

原　口　和　靖 関西電力株式会社東海支社　理事　東海支社長

大　松　利　幸 岐阜プラスチック工業株式会社　代表取締役会長　取締役会議長

米　田　昭　正
近鉄グループホールディングス株式会社
　取締役常務執行役員

築　田　秀　之 株式会社熊谷組名古屋支店　執行役員支店長

安　田　正　介 株式会社サンゲツ　代表取締役　社長執行役員

川　村　晃　司 株式会社三晃社　代表取締役社長

橋　本　　　渉 シーキューブ株式会社　代表取締役社長

松　山　　　彰 株式会社シーテック　代表取締役社長　社長執行役員

田　中　久　義 ＪＦＥスチール株式会社名古屋支社　理事　支社長

加　藤　三　男 信友株式会社　代表取締役社長

谷　口　寛　明 清水建設株式会社名古屋支店　常務執行役員　支店長

谷　　　喜久郎 株式会社新東通信　代表取締役会長兼社長

山　崎　泰　啓 スズキ株式会社　監査役

犬　伏　勝　也 住友商事株式会社中部支社　理事　中部支社長

丹　治　康　夫 全日本空輸株式会社　上席執行役員中部支社長

西　原　　　茂 双日株式会社　専務執行役員
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近　藤　昭　二 大成建設株式会社名古屋支店　専務執行役員名古屋支店長

小　川　信　也 太平洋工業株式会社　取締役社長

　岡　　　功 大和証券株式会社　執行役員名古屋法人担当

山　本　眞　一 竹田印刷株式会社　取締役社長

加　藤　大　策 中央電気工事株式会社　代表取締役社長

髙　江　　　暁 中央発條株式会社　取締役社長

渡　邉　　　穣 中電不動産株式会社　代表取締役社長

友　添　雅　直 中部国際空港株式会社　代表取締役社長

遠　山　定　重 津島興業株式会社　取締役社長

高　橋　美　夫 テレビ愛知株式会社　代表取締役会長

　 田　中　邦　典 電源開発株式会社中部支店　支店長

松　岡　　　聰 株式会社電通　役員待遇　中部支社長

石　田　建　昭 東海東京証券株式会社　代表取締役会長最高経営責任者

安　保　貴　美 株式会社東光高岳中部支社　支社長

鈴　木　　　明 株式会社東芝中部支社　支社長

大　路　　　弘 東邦液化ガス株式会社　取締役社長

德　倉　正　晴 徳倉建設株式会社　取締役社長

高　瀬　由紀夫 株式会社トヨタエンタプライズ　取締役社長

宮　池　克　人 中日本高速道路株式会社　代表取締役社長ＣＥＯ

越　川　健一郎 株式会社ナゴヤキャッスル　代表取締役相談役

竹　田　正　樹 株式会社名古屋証券取引所　取締役社長

小　栗　一　朗 名古屋トヨペット株式会社　代表取締役社長

西　川　輝　男 西川コミュニケーションズ株式会社　代表取締役会長

山　本　尚　樹
西日本電信電話株式会社名古屋支店
　取締役東海事業本部長名古屋支店長兼務

光　本　　　滋 株式会社日本政策投資銀行　東海支店長

中　村　栄　一
日本通運株式会社　常務執行役員
　中部ブロック統括兼名古屋支店長

高　岡　本　州 日本高圧電気株式会社　取締役社長

棚　橋　　　伸 日本航空株式会社　中部地区支配人

田　畑　順二朗
日本生命保険相互会社東海法人営業本部
　常務執行役員　東海営業本部長

尾　山　英　樹
野村證券株式会社名古屋支店
　常務　名古屋駐在兼名古屋支店長

晝　馬　　　明 浜松ホトニクス株式会社　代表取締役社長

菊　野　仁　史 株式会社日立製作所中部支社　支社長執行役員

安　田　智　彦 フジパングループ本社株式会社　代表取締役社長

塚　本　高　広 豊和工業株式会社　取締役社長

青　木　正　実
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社
　名古屋戦略部　部長

濱　島　吉　充 株式会社丸栄　代表取締役社長

久　納　昇　辰 丸徳産業株式会社　取締役会長
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古　賀　久三治 丸紅株式会社　執行役員中部支社長

岡　本　直　之 三重交通グループホールディングス株式会社　代表取締役会長

平　子　祐　介 株式会社三井住友銀行　常務執行役員

羽　鳥　　　信 三井物産株式会社　執行役員中部支社長

大　野　郁　夫 三菱地所株式会社中部支店　執行役員中部支店長

和　田　浩　一 三菱商事株式会社中部支社　執行役員支社長

中　竹　春　美 三菱電機株式会社中部支社　執行役員支社長

大　島　和　希 三菱日立パワーシステムズ株式会社中部支社　支社長

三　明　秀　二 三菱ＵＦＪリース株式会社　常務執行役員

吉　田　直　人 御幸毛織株式会社　代表取締役社長

野　田　豊　範 名工建設株式会社　相談役

山　口　秀　樹 明治安田生命保険相互会社名古屋本部　常務執行役員名古屋本部長

内　田　　　亙 名鉄運輸株式会社　取締役社長

盛　田　　　宏 盛田エンタプライズ株式会社　代表取締役社長

森　　　正　志 モリリン株式会社　代表取締役社長

山　崎　智　久 ヤマザキマザック株式会社　取締役社長

渡　部　克　明 ヤマハ発動機株式会社　代表取締役　副社長執行役員
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名誉会長 川　口　文　夫 中部電力株式会社　顧　問

三　田　敏　雄 中部電力株式会社　相談役

顧　　問 多　賀　潤一郎 イビデン株式会社　名誉顧問

小笠原　日出男 株式会社三菱ＵＦＪ銀行　名誉顧問

飯　田　俊　司 株式会社百五銀行　相談役

佐　々　和　夫 株式会社三菱ＵＦＪ銀行　顧　問

葛　西　敬　之 東海旅客鉄道株式会社　取締役名誉会長

古　角　　　保 株式会社三菱ＵＦＪ銀行　顧　問

宮　坂　明　博 新日鐵住金株式会社　常任顧問

岩　田　義　文 イビデン株式会社　最高顧問

小　林　長　久 日本トランスシティ株式会社　代表取締役会長

河　野　英　雄 名古屋鉄道株式会社　相談役

小笠原　　　剛 株式会社三菱ＵＦＪ銀行　顧　問

須　田　　　 東海旅客鉄道株式会社　相談役

山　名　毅　彦 株式会社三菱ＵＦＪ銀行　常任顧問

参　　与 福　澤　栄　二 飯田商工会議所　専務理事

岩　崎　良　文 伊勢商工会議所　専務理事

中　神　　　優 一宮商工会議所　専務理事

成　瀬　重　雄 大垣商工会議所　専務理事

山　中　賢　一 岡崎商工会議所　専務理事

山　田　英　治 岐阜商工会議所　専務理事

松　下　友　幸 静岡商工会議所　理事

大　洞　幸　雄 高山商工会議所　参事

宮　浦　哲　也 多治見商工会議所 　専務理事

葛　西　豊　一 津商工会議所　専務理事

三　浦　司　之 豊田商工会議所　専務理事

小　林　和　夫 豊橋商工会議所　専務理事

水　本　正　俊 一般社団法人長野県経営者協会　専務理事

岡　澤　忠　博 長野商工会議所　専務理事

小　川　秀　樹 名古屋商工会議所　専務理事 

小　杉　和　弘 浜松商工会議所　専務理事・事務局長

伊　藤　淑　郎 松本商工会議所　専務理事

吉　仲　繁　樹 三重県商工会議所連合会　専務理事

須　藤　康　夫 四日市商工会議所　専務理事

名誉会長・顧問・参与
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評 議 員 青　山　正　美 株式会社ＩＨＩ中部支社　支社長

金　子　羊　一
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
　執行役員中部地域企業担当

川　村　敏　雄 愛知日野自動車株式会社　取締役相談役

市　川　周　作 アイホン株式会社　代表取締役社長

江　田　善　光 アサヒビール株式会社中部統括本部　執行役員　中部統括本部長

安　藤　敏　行 安藤証券株式会社　取締役社長

小　松　　　健 株式会社安藤・間名古屋支店　執行役員支店長

後　藤　正　三 伊勢湾海運株式会社　代表取締役社長

井　上　豊　秋 揖斐川工業株式会社　取締役社長

若　山　恭　二 株式会社今仙電機製作所　代表取締役会長

秋　山　光　広
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
　常務執行役員名古屋駐在兼名古屋事業法人本部長

斉　藤　　　薫 遠州鉄道株式会社　取締役社長

大　森　輝　英 大森石油株式会社　代表取締役社長

大　林　市　郎 岡崎信用金庫　会　長

岩　倉　正　明 株式会社奥村組名古屋支店　執行役員　支店長

児　玉　弘　仁 カゴメ株式会社　取締役(監査等委員)

小　林　正　和 カネソウ株式会社　代表取締役会長

浅　川　　　敦 川崎汽船株式会社名古屋支店　支店長

平　塚　修　二 川崎重工業株式会社　理事中部支社長

髙　津　　　悟 株式会社川本製作所　取締役社長

高　橋　克　尚 株式会社関電工名古屋支社　支社長

碓　井　　　洋 株式会社岐阜新聞社　代表取締役社長

黒　川　公　男 岐阜乗合自動車株式会社　取締役社長

木　村　　　茂 木村証券株式会社　代表取締役会長

佐　藤　守　良 株式会社きんでん中部支社　執行役員支社長

山　口　和　彦 五洋建設株式会社名古屋支店　執行役員支店長

梶　本　一　典 ＣＫＤ株式会社　代表取締役社長

宮　澤　勝　己 株式会社ジェイアール東海ホテルズ　取締役社長

須　藤　誠　一 株式会社ジェイテクト　取締役会長

大　石　　　剛 株式会社静岡新聞社　代表取締役社長

今　田　智　久 静岡鉄道株式会社　取締役社長

豊　島　勝一郎 株式会社清水銀行　代表取締役頭取

鶴　田　宗　雄 鯱バス株式会社　取締役社長

川　野　正　輝 株式会社商船三井名古屋支店　支店長

中　島　一　夫 信南交通株式会社　代表取締役社長

鈴　木　與　平 鈴与株式会社　代表取締役会長

川　井　文　義 住友電装株式会社　代表取締役社長

評　議　員
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西　村　義　明 住友理工株式会社　代表取締役会長

小　林　宏　之 株式会社総合開発機構　取締役社長

栢　森　雅　勝 ダイコク電機株式会社　代表取締役会長

久　吉　孝　司 大日本印刷株式会社　情報イノベーション事業部　副事業部長

諸　角　富美男 太平洋セメント株式会社中部北陸支店　支店長

山　崎　長　宏 太陽化学株式会社　代表取締役社長

瀧　上　晶　義 瀧上工業株式会社　取締役社長

西　山　正　直 株式会社竹中工務店名古屋支店　専務執行役員

宮　倉　康　彰 中部テレコミュニケーション株式会社　代表取締役社長

難　波　陽　一 中部土木株式会社　代表取締役社長

森　　　雅　彦 ＤＭＧ森精機株式会社　取締役社長

田　中　栄　吾 東京海上日動火災保険株式会社　名古屋営業第一部長

坂　　　晃　吉 飛島建設株式会社名古屋支店　執行役員支店長

宮　﨑　直　樹 豊田合成株式会社　取締役社長

増　井　敬　二 トヨタ車体株式会社　代表取締役社長

田　端　　　稔 豊田信用金庫　会　長

鈴　木　輝　男 トヨタ紡織株式会社　副社長

伊　藤　正　雄 豊橋鉄道株式会社　代表取締役社長

大　谷　僖美治 長島観光開発株式会社　取締役会長

上　田　直　和 中日本建設コンサルタント株式会社　代表取締役社長

大　江　静　男 株式会社名古屋東急ホテル　執行役員総支配人

塚　平　尚　吾 名古屋ヒルトン株式会社　代表取締役

伊　藤　裕　之 西松建設株式会社中部支店　支店長

山　本　秀　樹 株式会社日建設計　執行役員名古屋代表

北　崎　　　潤 日本電気株式会社東海支社　支社長

藤　本　　　健 日本郵船株式会社名古屋支店　支店長

水　野　克　明 野村不動産株式会社名古屋支店　執行役員　支店長

浜　口　周　也 株式会社博報堂中部支社　支社長

木　下　恒　彦 パナソニック株式会社中部支店　支店長

石　﨑　看　共
パナソニック株式会社エコソリューションズ社
　中部特機営業推進部　部長

篠　山　陽　一 阪和興業株式会社　取締役常務執行役員　名古屋支社長

納　塚　信　水 株式会社ヒメノ　取締役会長

井　上　　　哲 フィリップ モリス ジャパン合同会社　職務執行役副社長

野　村　　　研 富士通株式会社　東海支社長

若　槻　　　滋 富士電機株式会社　中部支社長

森　田　真　吾 古河電気工業株式会社中部支社　執行役員支社長

前　田　敏　雄 古庄電機産業株式会社　代表取締役社長

石　黒　泰　之 前田建設工業株式会社　執行役員中部支店長
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小　柴　眞　治 株式会社三重電子計算センター　代表取締役社長

宮　崎　敏　明 株式会社御園座　取締役副会長

岩　熊　清　司 三井住友信託銀行株式会社　常務執行役員

村　元　祐　介 三井不動産株式会社中部支店　支店長

中　埜　和　英 株式会社Mizkan Holdings　代表取締役会長

國　分　秀　世 株式会社メイテック　代表取締役社長

三　浦　久　芳 名鉄産業株式会社　取締役社長

前　田　由　幸 名鉄不動産株式会社　取締役社長

小　島　寛　志 名糖産業株式会社　代表取締役社長

加　藤　智　子 ヤマカ陶料株式会社　取締役社長

　 寺　岡　洋　一 由良海運株式会社　取締役社長

木　村　修　二 株式会社りそな銀行名古屋支店　名古屋営業本部長
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