
(敬称略）

支部・地区 事業所名 氏名 備考

北海道 ㈱電材重機 上村　幸広

〃 ㈱すがはらクレーン 日光　貴行

〃 ㈱久慈重機 岡田　　勉

〃 ㈱杉本運輸 杉本　憲昭

〃 ㈱アキオ運輸機工 佐藤　昭雄

〃 苫小牧東京重機㈱ 宮永　　学

青森 ㈱ＮＩＣＨＩＵＮ 藤本　宏涼

秋田 ㈱堀川 堀川　　真

宮城 ㈲丸全重機 丹野　　信

〃 大栄重機工業㈱ 瀬戸　　栄

山形 ㈱五勇組 五十嵐　俊

福島 三栄重機工業㈱ 志賀　丈泰

茨城 西山運輸機工㈱ 西山　　勉

〃 青木重機運輸㈱ 青木　繁政

〃 ㈲興運 新井　　正

〃 佐竹重機㈱ 海上　　裕

〃 ㈱君山重機 君山　勝彦

〃 石塚重機㈱ 石塚　正規 (新任)

栃木 アースクレーン㈱ 小太刀　裕一

〃 サンワ産業㈱ 和知　康浩

群馬 中央自動車倉庫㈱ 新井　博雄

〃 一之瀬運送㈲ 佐々木　隆

千葉 石田重機㈱ 石田　武夫

〃 大宮重機産業㈱ 松丸　俊彦

〃 一二三開発重機㈱ 柿崎　秀勝

〃 佐々木重機㈲ 佐々木　政志

〃 ㈱東和重機工業 神田　卓也 (新任)

〃 久保田総業㈱ 久保田　修 (新任)

東京 小山田重機㈱ 小山田　昇

〃 大東重機工事㈱ 木村　和紀

〃 東都産業㈱ 佐藤　進治

〃 ネットクレーン㈱ 町田　幸夫

〃 ㈱村岡組 村岡　良実

〃 東京重機㈱ 鶴岡　　卓

〃 千代一工業㈱ 武山　義弘

〃 内宮運輸機工㈱ 内宮　昌利

〃 ㈱永山重機 永山　賢治

〃 ㈱鳴島重機工事 鳴島　清一

〃 開成建機㈱ 内田　泰史

東京 篠田重機㈱ 篠田　壽和

〃 ㈱滝沢重機興業 滝沢　　毅

〃 ㈱大矢運送 大矢　一彦

〃 ㈱越智運送店 越智　靖宏

〃 黒川重機㈱ 黒川　　剛

〃 ㈱電材エンジニアリング 野村　隆志
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支部・地区 事業所名 氏名 備考

〃 東京開発産業㈱ 浅井　　隆

〃 南信重機興業㈱ 中沢　　守

〃 狭山貨物運輸㈱ 野口　靖雄

神奈川 大京建機㈱ 内田　隆一

〃 ㈲加藤興業 加藤　広支

〃 佐藤機工㈱ 大平　道成

〃 岡田重機㈱ 岡田　英之

〃 平野重機㈱ 平野　倫子

山梨 金丸重機㈱ 金丸　謙治

〃 ㈱山梨重機 横打　益宏

〃 ㈲望月重機工業 望月　謙次

〃 ㈲宮坂自動車 宮坂　晴彦 (新任)

長野 ㈱清水興産 清水　雅幸

〃 ㈱岡谷クレーン 志宇知　正彦 (新任)

〃 ㈱志賀重機 宮崎　　章 (新任)

新潟 ㈱大野屋重機建設 重野　泰宏

〃 サクマ工事㈱ 佐久間　淳

〃 新潟クレーン㈱ 古江　芳孝

〃 ㈱北陸クレーン 竹石　　淳 (新任)

富山 米原商事㈱本社 林　　　実

〃 石黒自動車工業㈱ 石黒　英悦

石川 城西運輸機工㈱ 操川　一郎

静岡 大沢重機㈱ 大沢　富士夫

〃 ㈲青井重量 青井　　嗣

〃 ㈱今村建機 中村　和美

〃 大富運輸㈱ 大木　理暁

〃 こみづや建材㈱ 進士　　寛

〃 ㈲鈴木クレーン 鈴木　圭一

〃 ㈱アオイ 石川　　明

〃 ㈱長尾レッカー 長尾　　享

〃 ㈱東共重機 倉地　誠一 (新任)

愛知 常滑重機㈲ 山田　　護

〃 三和重機㈲ 古橋　寛司

〃 ㈱国見重機工業 駒田　和弘

三重 塩浜運送㈱ 小川　喜美子

〃 曙自動車工業㈱ 萩原　宏林

福井 ㈱オクタケ 奥村　高志

滋賀 ㈱滋賀重量 岡本　守正

〃 クボタ総業栗東クレーンサービス 久保田　俊也

〃 ㈲小菅レッカー 小菅　吉雄

大阪 ㈱喜多重機興業 喜多　壽明

〃 大西建設運送㈱ 大西　昭一

〃 門真重機工業㈱ 川上　　学

〃 高山運輸建設㈱ 高山　正文

〃 富士レッカー㈱ 花岡　祐一

〃 永和重機工業㈱ 西村　　亮

兵庫 澤田運輸建設㈱ 澤田　茂樹



支部・地区 事業所名 氏名 備考

奈良 近畿クレーン興業 金城　宏治

岡山 井上運輸機工㈱ 井上　　昇

〃 ㈱大内重機 山根　輝之

〃 ナカウン㈱ 岡﨑　憲治 (新任)

広島 ㈱広島重機 橋本　敬治

山口 長谷川産業㈱ 長谷川　有蔵

〃 大嶋運輸機工㈱ 大嶋　鉄雄

徳島 ㈲中川組 中川　　透

愛媛・松山 ㈱美川建設 西山　公彦

〃 井川重機㈱ 井川　　元

愛媛・東予 ㈲今安クレーン 越智　富彦

長崎 ㈱石橋工業 石橋　ゆかり

熊本 ㈲多田善建機 多田　和弘

鹿児島 ㈱入来クレーン 入来　繁子
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1 企画調整委員会委員 (敬称略）

役職 支部名 事業所名 氏名 備考

委員長 茨　城 佐々木興業㈱ 佐々木　幸一

副委員長 三　重 ㈲カツマタ 勝又　ひとみ

〃 東　京 東邦重機開発㈱ 高村　伸彦

〃 大　阪 平野クレーン工業㈱ 坪内　敏剛

〃 北海道 ㈱三和重機 干場　一洋 （新任）

2 総務委員会委員

役職 支部名 事業所名 氏名 備考

委員長 東　京 東邦重機開発㈱ 高村　伸彦

副委員長 鹿児島 永井クレーン工業㈱ 永井　義政

〃 広　島 ㈱コウモト重機 幸元　秀守

〃 福　島 丸浜運輸㈱ 里見　　潤

〃 神奈川 ㈲山王重機 藁谷　輝幸

委　員 千　葉 佐々木重機㈲ 佐々木　政志

〃 東　京 大東重機工事㈱ 木村　和紀

〃 山　梨 ㈱山梨重機 横打　益宏 （新任）

〃 長　野 ㈱岡谷クレーン 志宇知　正彦 （新任）

〃 静　岡 大沢重機㈱ 大沢　富士夫

〃 福　井 ㈱エフワイ 岡島　和憲

〃 奈　良 ㈱大和レッカー 梶川　勝好

〃 鹿児島 ㈱松下産業 松下　良信

3 経営研究委員会委員

役職 支部名 事業所名 氏名 備考

委員長 三　重 ㈲カツマタ 勝又　ひとみ

副委員長 山　梨 ㈱坂本建運 坂本　政彦

〃 千　葉 ㈱弘東 佐藤　浩昭

〃 東　京 ㈱市原重機建設 市原　洋一

〃 群　馬 ㈱多野商会 橋谷　　徹

〃 静　岡 矢田クレーン㈱ 渡邉　孝一

委　員 宮　城 ㈱宝栄建設 堀野　正芳

〃 茨　城 西山運輸機工㈱ 西山　　勉

〃 神奈川 佐藤機工㈱ 大平　道成

〃 長　野 ㈱志賀重機 宮崎　　章 （新任）

〃 新　潟 丸喜重量運輸㈱ 西川　広範

〃 本部/石川 城西運輸機工㈱ 操川　一郎

〃 滋　賀 ㈲小菅レッカー 小菅　吉雄

〃 兵　庫 澤田運輸建設㈱ 澤田　茂樹

〃 岡　山 井上運輸機工㈱ 井上　　昇

〃 長　崎 なぎ(氵に和)産業 音なぎ  文雄

〃 鹿児島 ㈲南九クレーン 西園　敏博

第28期(20.5～22.5)委員会委員名簿



4 安全対策委員会委員

役職 支部名 事業所名 氏名 備考

委員長 大　阪 平野クレーン工業㈱ 坪内　敏剛 （新任）

副委員長 新　潟 青木機工建設㈱ 青木　　勇

〃 滋　賀 ㈱ナツハラ 土沢　健一

〃 静　岡 池新田クレーン㈱ 長尾　賀章 （新任）

〃 岡　山 ㈱ヤマダ 山田　啓吾

〃 大　阪 福永クレーン㈱ 福永　秀男

〃 東　京 千代田重機工事㈱ 山﨑　忠彦

委　員 北海道 札幌興業㈱ 飯嶋　強志

〃 栃　木 長谷川工機㈱ 長谷川　猛

〃 東　京 ㈱鳴島重機工事 鳴島　清一

〃 長　野 ㈱清水興産 清水　雅幸

〃 愛　知 司重機㈱ 新垣　将秀

〃 三　重 曙自動車工業㈱ 萩原　宏林

〃 愛媛・松山 ㈱藤内重機 藤内　　光

〃 熊　本 ㈱山下クレーン工業 田中　　聡

5 経営革新検討委員会委員

役職 支部名 事業所名 氏名 備考

委員長 北海道 ㈱三和重機 干場　一洋 （新任）

委　員 委員長及び正・副会長理事を除く第２８期理事全員(３５名）


