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種別 NO 会社名 役職 氏名

法人会員 1 ㈱愛知銀行 支店長 小野田 晃

2 一般社団法人愛知県観光協会 会長 山本 亜土

3 愛知県淡水養殖漁業協同組合 常務理事 米花 晃雄

4 愛知東農業協同組合 代表理事組合長 河合 勝正

5 ㈱あみや商事 代表取締役 原田 幹也

6 小笠原建設㈱ 代表取締役 小笠原 喜好

7 一般社団法人奥三河観光協議会 事務局長 安彦 誠一

8 ㈲かね仙 代表取締役 小野田 英彦

9 ㈱金山 代表取締役 夏目　工

10 蒲郡信用金庫 支店長 井原 夏樹

11 亀山建設㈱ 代表取締役 亀山　隆

12 ㈲カワイ製作所 代表取締役 河合 惠元

13 ㈱クリエイティブ小松解体土木 代表取締役 園山 幸喜恵

14 ㈱ごんだ 代表取締役 権田 まゆみ

15 ㈲坂部新聞店 代表取締役 坂部 敬介

16 三州建設㈱ 代表取締役 竹内 臨通夫

17 三信鉱工㈱ 代表取締役 三崎 純市

18 設楽建設㈱ 代表取締役 伊藤　誠

19 柴田興業㈱ 代表取締役 柴田 賢治郎

20 ㈱庄田組 代表取締役 庄田 喜正

21 昭典木材㈱ 代表取締役 峰野　晋

22 ㈲新城観光サービス 代表取締役 加藤 久明

23 ㈱新城観光ホテル 代表取締役 佐藤 勝彦

24 新城市観光協会 事務局長 小長井 直樹

25 新城市商工会 会長 本多 克弘

26 新城森林組合 代表理事組合長 山本 勝利

27 ㈱しんせき 代表取締役 鈴木 義子

28 神野建設㈱ 新城・設楽営業所長 川上 昌司

29 伸和建設㈱・伸和生コン㈲ 代表取締役 新木 正明

30 ㈱スエヒロ産業 代表取締役 安形 憲二

31 ㈱鈴木工務店 代表取締役 鈴木 一三六

32 関谷醸造㈱ 代表取締役 関谷　健

33 大仙興業㈱ 代表取締役 中西 宏彰

34 ㈱太平建設 代表取締役 金田 新治郎

35 ㈱田村組 代表取締役 田村 太一

36 一般社団法人地域問題研究所 理事長 青山 公三

37 中部電力㈱ 新城営業所長 稲吉 克己

38 ㈲つくで手作り村 駅長 西川 義明

39 NPO法人てほへ 理事 清水 良文

40 東三警備㈱ 代表取締役 門林 直人

41 ㈲東御河屋製菓 代表取締役 今泉 寿凰

42 豊川信用金庫 支店長 中川 尚之

43 豊橋信用金庫 支店長 朝倉 泰昌

44 日新電気工事㈱ 代表取締役 武田 雅央

45 ㈱はづ 社長室長 加藤 直詳

46 ㈲フラワーショップあさおか 代表取締役 浅岡　勝

47 宗教法人鳳来寺 住職 藤本 高仝

48 ㈲保険コンサルタント 代表取締役 戸田 英志

49 本多プラス㈱ 会長 本多 克弘

50 松井建拓㈱ 代表取締役 加藤 栄志

51 丸利建設㈱ 代表取締役 権田 知宏

52 ㈱マルヤス 会長 今泉 保二

53 三河建設工業㈱ 代表取締役 下嶋 正秀

54 光田屋㈱ 代表取締役 楠　芳高

55 ㈱三菱東京UFJ銀行 新城支社長 石川 裕

56 ㈱湯谷観光ホテル 代表取締役 片桐 幸信

個人会員 57 伊藤 尭祥

58 衆議院議員 今枝 宗一郎

59 熊谷 浩恭

60 勝楽寺 住職 佐藤 泰惇

61 新城市議会議員 村田 康助
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特別会員 101 新城市 市長 穂積 亮次

102 新城市 副市長 廣瀬 安信

103 新城市 市議会議長 丸山 隆弘

104 設楽町 町長 横山 光明

105 設楽町 町議会議長 伊藤　武

106 東栄町 町長 村上 孝治

107 東栄町 町議会議長 伊藤 芳孝

108 豊根村 村長 伊藤　実

109 豊根村 村議会議長 山下 喜代治

推薦会員 201 愛知大学 藤田 佳久

202 愛知大学 渡邉　正

203 愛知大学　三遠南信地域連携研究センター

204 愛知大学　中部地方産業研究所

205 愛知大学　綜合郷土研究所

206 豊橋技術科学大学 藤原 孝男

207 豊橋技術科学大学 大貝　彰

208 豊橋技術科学大学 山内 高弘

209 豊橋技術科学大学 松島 史朗

210 豊橋技術科学大学 栗山 繁

211 豊橋創造大学 稲田 充男

212 豊橋創造大学短期大学部 佐野 真一郎

相談役 301 愛知県知事 大村 秀章

302 愛知県副知事 石原 君雄

303 愛知県副知事 中西 肇

304 衆議院議員 今枝 宗一郎

305 愛知県議会議員 峰野　修

顧問 307 愛知県総務部 部長 加藤 慎也

308 愛知県振興部 部長 野村 知宏

309 愛知県振興部観光局 局長 加納 國雄

310 愛知県農林水産部 部長 高橋 智保

311 愛知県建設部 部長 河野 修平

312 愛知県企業庁 庁長 間所 陽一郎

313 愛知大学 学長 川井 伸一

314 豊橋技術科学大学 学長 大西　隆

315 豊橋創造大学 学長 伊藤 晴康

参与 401 国土交通省中部地方整備局豊橋河川事務所 所長 澤頭 芳博

402 国土交通省中部地方整備局設楽ダム工事事務所 所長 岩﨑　等

403 林野庁愛知森林管理事務所 所長 丸山 和久

404 愛知県東三河総局新城設楽振興事務所 所長 田中 正剛

405 愛知県新城設楽建設事務所 所長 石川 博英

406 愛知県三河港工事事務所 所長 野々山 宜尚

407 愛知県新城設楽農林水産事務所 所長 近藤 和幸

408 愛知県森林・林業技術センター 所長 園原　薫

409 新城公共職業安定所 所長 山本　茂

410 中日本高速道路㈱名古屋支社　豊田保全サービスセンター 所長 早川 慎治

411 一般社団法人愛知県観光協会 専務理事 鈴木　隆

412 国土交通省中部地方整備局名四国道事務所 事務所長 牛居 恒太


