
役　員

執行部

常議員 （50音順）

会長

社長

社長

社長

　事業所名 役職 業種

会長

社長

海苔加工販売業 (株)丸川海苔

 柳川冷凍食品(株)

 有明技研(株) 半導体製造装置部品加工

 (株)大東エンタープライズ 川下り観光業

 (株)共和建設 舗装・土木工事業

総合建設業 (株)荻島組

　事業所名 役職 業　　　種

 (株)オーツボ 海苔機械製造・建設業

 (株)梅崎工業 一般管工事業

 ウメザキシートメタル(株) 鉄鋼業

 (株)ジャガー警備保障 警備業

 井上製氷冷蔵(株) 冷蔵倉庫業社長

常務

会長

社長

社長

食品卸売業

社長

社長

役　職 氏　　　名

会　頭

副会頭

副会頭

副会頭 藤　木　尚　文

渡　邉　　　力

大　曲　和　彦

荻　島　　　清

役　職 氏　　　名

常議員 荒　木　　　憲

専務理事 金　縄　保　守

飲食業 スナック８ ｅｉｇｈｔ　

 柳川商工会議所　

代表

 (有)与田生花造花店 生花販売業

 (株)ホームドライ クリーニング業

常議員 梅　﨑　政　信

常議員 梅　崎　義　一

常議員 井　上　裕　文

常議員 上　野　清　隆

常議員 沖　　　和　之

常議員 工　藤　　　徹

常議員 加　藤　　　巧

常議員 大　坪　とも子

常議員 大　坪　良　平



監　事 （50音順）

　事業所名 役職 業種

社長

社長

　事業所名 役職 業種

社長

社長

社長

社長

会長

 (学)ハリウッド美容専門学園

 (株)高橋商店

 (株)スーパーまるまつ

理事長

社長

社長

専門学校

食品製造業

各種食料品小売業

旅館業

 柳川運輸(株) 貨物運送業

 (有)近藤工業 建設業

 (株)乗富鉄工所 製かん・溶接、機械部品製造業

 西日本ガス(株) ガス供給業

 (株)東洋モータース 自動車販売整備業

 冨士建設工業(株) 総合建設業

 (株)福岡建興 鋼板切断加工、 鉄骨工事業

社長

社長

専務

社長

常議員 近　藤　幸　則

役　職 氏　　　名

野　林　貴　生

常議員 中　島　清　彦

常議員 野　田　徹　郎

 (有)中島鉄建

常議員 下　川　暢　洋

常議員 富　安　信一郎  (株)トミヤス

監　事 高　橋　努　武

監　事 松　岡　尚　志

役　職 氏　　　名

監　事 古　賀　英　次

鉄工建設業

常議員 松　本　秀次郎

常議員 吉　開　元　治

常議員 野　元　直　樹

常議員 乘　冨　銀　藏

 鶴味噌醸造(株) 味噌製造業

地盤補強工事業 (株)九州パイリング

常議員 野　田　知　秀

常議員



議　員
（50音順）

 トラスト仮設(株)

 モードコガ

 (有)小宮鉄工所

司法書士・行政書士業

食品卸業

神社

建設業

婦人服小売業

鉄工業・船舶販売修理

代表

社長

宮司

社長

代表

社長

 司法書士・行政書士 金子誠剛事務所

 (株)やまひら

 (宗)島田天満宮

議員 金　子　誠　剛

議員 金　子　英　典

北　原　幸　生

議員 古　賀　和　人

議員 小　宮　明　美

役　職 氏　　　名

議員 三小田　保　弘

　事業所名 業　　　種役職

社長 貸切バス業 (有)大洋

議員 荒　巻　哲　也 社長 貨物運送業 (株)柳川合同

議員 稲　葉　修　一 支店長 銀行業 (株)福岡銀行柳川支店

議員 梅　﨑　万　栄

甲　木　健太郎 社長

代表 飲食業 万榮堂

議員 大　曲　　　渉

議員 荻　島　　　博

社長

社長

水産加工・製造・販売業

飲食業

 (株)マルホ

 (株)勝島観光

議員 海　部　達　也 社長 食品製造販売業 (株)水産堂

議員 衣料品販売業 (有)かつき

議員 兼　子　孝　治 専務 防水工事・住宅設備工事業 (株)カネコ

議員 河　野　一　仁

議員

議員 小　宮　麻由子

議員 佐　野　公　紀

旅客運送事業

節句物・盆提灯製造卸

 有明交通(株)

 (株)タルミ　

社長

社長



議員 長　野　裕　之 社長 管工事業 アジア商事(有)

議員 福　田　義　麿 社長 建設・設備資材販売 (株)福建

役　職 氏　　　名 　事業所名 役職 業　　　種

議員 下　河　稔　昌 信用金庫 大牟田柳川信用金庫柳川営業部 部長

議員 竹　下　政　敏

議員 武　松　　　優

海苔機械製造業

税理士

 竹下産業(株)

 税理士武松優事務所

社長

代表

議員 立　花　千月香

議員 立　石　善　久

観光・宿泊・ブライダル業

不動産リース業

 (株)御花

 ダン観光(株)

社長

社長

議員 田　中　孝　司

議員 田　中　信　成

社長

専務

 (株)田中染工場

 堤工業(株)

製造業

土木建設業

議員 堤　　　　　孝

議員 鶴　田　  　寛

社長

支店長

 (有)堤自動車工業

 (株)西日本シティ銀行柳川支店

自動車販売・整備

銀行業

議員 野　口　雅　雄 社長 (株)メガネは野口屋 メガネ小売業

議員 平　川　親　義 代表 松鶴園　 造園業

議員 平　川　　　博 社長 (株)大福　 飲食業

議員 藤　井　達　也 社長 (有)藤井建設 土木建設業

議員 山　上　剛　弘 社長 (株)やまがみ不動産 不動産業

議員 山　口　英一郎 社長 (有)山口市太郎商店 川魚卸売業

議員 山　﨑　俊　一 社長 柳城観光(株) 一般貸切旅行運送業、旅行代理店



議員 山　田　恭　史 社長 (有)山田組 土木建設業

役　職 氏　　　名 　事業所名 役職 業　　　種

議員 吉　田　重　典 所長 (株)九電工柳川営業所 総合設備業

議員 𠮷　田　秀　樹

議員 與　田　好　博

社長

代表

 (株)ヨシダ

 與田本店

食肉販売業

卸・販売業

議員 米　﨑　淳　子

議員 龍　　　俊　夫

所長

専務

 アクサ生命保険(株)柳川営業所

 (有)龍川魚商店

生命保険業

うなぎ卸・小売業


