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役職 会社・役職名

会長 (株)サーラコーポレーション 代表取締役社長兼グループ代表･CEO 神野　吾郎

副会長 (株)トヨテック 代表取締役社長 小野　喜明

副会長 小池商事(株) 代表取締役社長 小池　高弘

副会長 イノチオホールディングス(株) 代表取締役社長 石黒　功

副会長 ヤマサちくわ(株) 代表取締役社長 佐藤　元英

副会長 (株)田村組 代表取締役社長 田村　太一

専任理事 東三河懇話会 福田　裕之

常任理事 (株)アイセロ 取締役会長 牧野　渉

常任理事 オーエスジー(株) 代表取締役会長兼ＣＥＯ 石川　則男

常任理事 (株)オノコム 代表取締役会長 小野　喬四朗

常任理事 蒲郡信用金庫 理事長 竹田　知史

常任理事 壽鑛業(株) 取締役会長 河合　利則

常任理事 サーラエナジー(株) 代表取締役社長 鳥居　裕

常任理事 新東工業(株) 常務取締役 久野　恒靖

常任理事 鈴与(株) 豊橋支店長 永田　智大

常任理事 (株)総合開発機構 代表取締役社長 前田　英範

常任理事 総合ポートサービス(株) 代表取締役社長 豊田　正博

常任理事 (株)大三コーポレーション 代表取締役 松井　孝悦

常任理事 中部電力パワーグリッド(株)  岡崎支社長 桑原　靖和

常任理事 (株)デンソー  豊橋製作所所長 阿部　守一

常任理事 トピー工業(株)  豊橋製造所長 野秋　明弘

常任理事 豊川信用金庫 理事長 真田　光彦

常任理事 トヨタ自動車(株) 田原工場長 岡山　真澄

常任理事 豊橋鉄道(株) 代表取締役社長 小笠原　敏彦

常任理事 豊橋三菱ふそう自動車販売(株) 代表取締役会長 鈴木　伊能勢

常任理事 西島(株) 代表取締役社長 西島　豊

常任理事 西日本電信電話(株) 東海支店ビジネス営業部東三河営業支店長 宮本　順子

常任理事 日東電工(株) 豊橋事業所長 井田　太

常任理事 フォルクスワーゲングループジャパン(株) 監査役 菊地　啓一

常任理事 丸利建設(株) 代表取締役 権田　知宏

常任理事 三菱ケミカル(株) 経営執行職愛知事業所長 笠坊　行生

理事 アオキトランス(株) 取締役社長 小島　泰樹

理事 岡崎信用金庫 理事長 田中　秀明

理事 鹿島建設(株) 専務執行役員中部支店長 片山　豊

理事 川北電気工業(株) 代表取締役社長 大津　正己

理事 (株)サーラホテル＆レストランズ 取締役総支配人 梅岡　浩昭

理事 (株)静岡銀行 豊橋支店長 山本　重雄

理事 (株)清水銀行 代表取締役頭取 岩山　靖宏

理事 鈴与(株) 取締役会長 鈴木　與平

理事 (株)総合開発機構 代表取締役副社長 鈴木　康史

理事 総合埠頭(株) 代表取締役社長 廣濵　全洋

理事 大成建設(株) 常務執行役員名古屋支店長 鈴木　淳司

理事 (株)中日新聞社 代表取締役社長 大島　宇一郎

理事 (株)中部 代表取締役社長 榑林　孝尚

理事 東海ＣＳ(株) 代表取締役社長 田中　猛

理事 (株)トーエネック 豊橋営業所長 岡本　正二

理事 トピー海運(株) 代表取締役社長 志村　誠

理事 (株)名古屋銀行 取締役頭取 藤原　一朗

理事 日本通運(株) 豊橋支店長 小島　英史

理事 本多プラス(株)会長 本多　克弘

理事 (株)三井住友銀行 豊橋支店長 栗林　徹

理事 三井住友信託銀行(株) 豊橋支店長 小國　昌彦

理事 ユタカコーポレーション(株) 取締役会長 磯村　博宣

監事 豊橋信用金庫 副理事長 市川　智嗣

監事 (株)三菱ＵＦＪ銀行 豊橋支店長 近藤　崇

監事 中部電力パワーグリッド(株) 豊橋営業所長 牧　  眞司

【東三河懇話会　役員一覧】
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役職 所属・役職名

相談役 (一社)中部経済連合会 会長 水野　明久

相談役 (公益)中部圏社会経済研究所 代表理事 丹羽　漸

相談役 愛知県知事 大村　秀章

相談役 豊橋信用金庫 相談役 吉川　一弘

常任顧問 豊橋技術科学大学 学長 寺嶋　一彦

常任顧問 愛知大学 理事長･学長 川井　伸一

常任顧問 豊橋創造大学 理事長・学長 伊藤　晴康

常任顧問 愛知工科大学 学長 大西　正敏

顧問　 衆議院議員 今枝　宗一郎

顧問　 衆議院議員 根本　幸典

顧問　 衆議院議員 山本　左近

顧問　 環境省 中部地方環境事務所長 築島　明

顧問　 経済産業省 中部経済産業局長 田中　耕太郎

顧問　 国土交通省 中部地方整備局長 堀田　治

顧問　 国土交通省 中部運輸局長 嘉村　徹也

顧問　 農林水産省 東海農政局長 小林　勝利

顧問　 愛知県議会議長 須﨑　かん

顧問　 愛知県議会議員 丹羽　洋章

顧問　 愛知県議会議員 杉浦　正和

顧問　 愛知県議会議員 中村　竜彦

顧問　 愛知県議会議員 藤原　宏樹

顧問　 愛知県議会議員 おおたけ　りえ

顧問　 愛知県議会議員 野中　泰志

顧問　 愛知県議会議員 飛田　常年

顧問　 愛知県議会議員 峰野　修

顧問　 愛知県議会議員 山本　浩史

顧問　 愛知県副知事 林　  全宏

顧問　 愛知県企業庁長 中川　喜仁

顧問　 湖西市長 影山　剛士

顧問　 豊橋商工会議所 会頭 神野　吾郎

顧問　 豊川商工会議所 会頭 小野　喜明

顧問　 蒲郡商工会議所 会頭 小池　高弘

特別顧問 ヤマサちくわ(株) 取締役相談役 佐藤　元彦

特別顧問 豊川商工会議所 名誉会頭 日比　嘉男

参与 国土交通省 中部地方整備局 三河港湾事務所長 鴫原　茂

参与 国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所長 國村　一郎

参与 国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所長 望月　拓郎

参与 国土交通省 中部地方整備局 愛知国道事所長 平井　親一

参与 国土交通省 中部地方整備局 名四国道事務所長 桑　  昌司

参与 国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所長 名久井　孝史

参与 国土交通省 中部地方整備局 設楽ダム工事事務所長 真鍋　将一

参与 財務省 名古屋税関 豊橋税関支署長 寺沢　義孝

参与 愛知県 東三河総局長 鈴木　希明

参与 愛知県 東三河総局 新城設楽振興事務所長 大野　知浩

参与 愛知県 東三河建設事務所所長 白村　暁

参与 愛知県 新城設楽建設事務所長 原　　勝

参与 愛知県 三河港務所長 渡邊　恒博

参与 愛知県 用地造成事務所長 水谷　隆一

参与 愛知県 東三河農林水産事務所長 愛知　徹

【東三河懇話会　相談役・顧問・参与一覧】
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