
 

 

令和 4 年度役員等の名簿 

【役員】                                   （順不動敬称略） 

職 名 氏 名 所属団体等 所属役職名 

理事長 神野吾郎 豊橋商工会議所 会頭 

副理事長 伊藤 皓 ※ 公益社団法人豊橋青年会議所 理事長 

副理事長 伊藤友之 豊橋農業協同組合 代表理事組合長 

副理事長 大島嗣雄 豊川ビジョンリサーチ 会長 

副理事長 川西裕康 トヨタネ株式会社 代表取締役社長 

副理事長 夏目 工  一般社団法人奥三河ビジョンフォーラム 理事長 

副理事長 村松幹彦 設楽森林組合  代表理事組合長 

専務理事 大木伸浩 株式会社大木家 代表取締役 

理事 河合繁樹 株式会社河建 取締役会長 

理事 河合利則 田原市商工会 会長 

理事 小池高弘 小池商事株式会社 代表取締役社長 

理事 小久保三夫 豊川総合用水土地改良区 理事長 

理事 小林和夫 豊橋商工会議所 専務理事 

理事 坂巻邦彦 新城森林組合 代表理事組合長 

理事 菅沼 誠 株式会社菅沼タイル店 代表取締役 

理事 中澤慎介 株式会社中澤 代表取締役社長 

理事 永田竜也 株式会社サン･カンパニー 代表取締役 

理事 原田恭和 豊橋木材商工協同組合 理事長 

理事 山田晃弘 有限会社晃新 代表取締役 

監事 近藤 崇 ※ 豊橋銀行協会 会長 

監事 佐藤元英 ヤマサちくわ株式会社 代表取締役社長 

注 ※は新任 

【顧問・参与・評議員】 

職 名 氏 名 所属団体等 所属役職名 

顧問 藤田佳久 愛知大学 名誉教授 

顧問 今枝宗一郎 衆議院 議員 

顧問 根本幸典 衆議院 議員 

顧問 山本左近 ※ 衆議院 議員 

顧問 神谷政幸 ※ 参議院 議員 

顧問 丹羽洋章 愛知県議会 議員 

顧問 杉浦正和 愛知県議会 議員 

顧問 中村竜彦 愛知県議会 議員 

顧問 廣田 勉 ※ 愛知県議会 議員 

顧問 竹上裕子 ※ 愛知県議会 議員 

顧問 大嶽理恵 愛知県議会 議員 

顧問 藤原宏樹 愛知県議会 議員 

顧問 飛田常年 愛知県議会 議員 

顧問 峰野 修 愛知県議会 議員 

顧問 山本浩史 愛知県議会 議員 

顧問 長田共永 ※ 東三河市町村議会議長協議会 会長 

顧問 佐々木大地 ※ 東三河５ＪＣ広域問題研究会 会長 

注 ※は新任  
  



 

 

職 名 氏 名 所属団体等 所属役職名 

参与 加藤 孝 ※ 林野庁中部森林管理局愛知森林管理事務所 所長 

参与 國村一郎 国土交通省中部地方整備局豊橋河川事務所 事務所長 

参与 真鍋将一 国土交通省中部地方整備局設楽ダム工事事務所 事務所長 

参与 安藤昌文 ※ 独立行政法人水資源機構 豊川用水総合事業部 部長 

参与 鈴木希明 ※ 愛知県東三河総局 総局長 

参与 愛知 徹 ※ 愛知県東三河農林水産事務所 所長 

参与 大野知浩 ※ 愛知県東三河総局新城設楽振興事務所 所長 

参与 村山義仁 ※ 愛知県新城設楽農林水産事務所 所長 

参与 尾平淳一 愛知県東三河水道事務所 所長 

参与 水野 孝 ※ 愛知県豊川水系対策本部 副本部長 

評議員 浅井由崇 豊橋市 市長 

評議員 竹本幸夫 豊川市 市長 

評議員 鈴木寿明 蒲郡市 市長 

評議員 下江洋行 ※ 新城市 市長 

評議員 山下政良 田原市 市長 

評議員 土屋 浩 ※ 設楽町 町長 

評議員 村上孝治 東栄町 町長 

評議員 伊藤 実 豊根村 村長 

評議員 滝下 豊 ※ 一般社団法人豊川青年会議所 理事長 

評議員 小池健太朗  ※ 一般社団法人蒲郡青年会議所 理事長 

評議員 片桐幹久 ※ 一般社団法人新城青年会議所 理事長 

評議員 飯尾元康 ※ 一般社団法人田原青年会議所 理事長 

評議員 小野喜明 豊川商工会議所 会頭 

評議員 小池高弘 蒲郡商工会議所 会頭 

評議員 権田知宏 新城市商工会 会長 

評議員 近藤正明 設楽町商工会 会長 

評議員 村本敏美 東栄町商工会 会長 

評議員 佐々木英人 津具商工会 会長 

評議員 新木久登 豊根村商工会 会長 

評議員 森下直樹 渥美商工会 会長 

評議員 林 昌宏 一宮商工会 会長 

評議員 大場昌克 小坂井商工会 会長 

評議員 竹内幹尚 御津町商工会 会長 

評議員 青山 晃 東栄町森林組合 代表理事組合長 

評議員 村松 久 豊根森林組合 代表理事組合長 

評議員 権田晃範 ひまわり農業協同組合 代表理事組合長 

評議員 鈴木茂正 蒲郡市農業協同組合 代表理事組合長 

評議員 海野文貴 愛知東農業協同組合 代表理事組合長 

評議員 鈴木照彦 愛知みなみ農業協同組合 代表理事組合長 

評議員 古関充宏 牟呂用水土地改良区 理事長 

評議員 鈴木光春 松原用水土地改良区 理事長 

評議員 榊原章光 愛知県中小企業団体中央会三河分室 室長 

評議員 小林俊雄 三谷漁業協同組合 代表理事組合長 

注 ※は新任  


