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会議所役職 会社名 会社役職 氏名

1 会頭 山陽色素株式会社 取締役会長兼社長 齋木 俊治郎

1 副会頭 グローリー株式会社 代表取締役会長 尾上 広和

2 副会頭 ハリマ共和物産株式会社 代表取締役会長 津田 隆雄  

3 副会頭 株式会社ヒメプラ 代表取締役会長 村角 伸一

4 副会頭 神姫バス株式会社 代表取締役社長 長尾 真

5 副会頭 佐和鍍金工業株式会社 代表取締役社長

1 専務理事 - - 合田 勝彦

1 常議員 株式会社赤鹿建設 代表取締役 赤鹿 竜夫

2 常議員 アユミ工業株式会社 代表取締役社長 阿部 英之

3 常議員 株式会社読売ＤＣ 代表取締役 井上 登志男

4 常議員 株式会社西松屋チェーン 代表取締役会長

5 常議員 大和産業株式会社 代表取締役社長 岡田 兼明

6 常議員 株式会社梶原鉄工所 代表取締役 梶原 敏樹

7 常議員 丸魚水産株式会社 代表取締役社長 鎌谷 一磨

8 常議員 株式会社キョーリン 代表取締役社長 神畑 道子

9 常議員 灘菊酒造株式会社 取締役会長 川石 雅也

10 常議員 株式会社神崎組 代表取締役社長 神崎 文吾

11 常議員 姫路大同青果株式会社 代表取締役社長 木谷 憲一

12 常議員 姫路合同貨物自動車株式会社 代表取締役会長 北野 耕司

13 常議員 三相電機株式会社 代表取締役社長 黒田 直樹

14 常議員 菱南電装株式会社 代表取締役 児島 生也

15 常議員 大和工業株式会社 代表取締役社長 小林 幹生

16 常議員 米谷紙管製造株式会社 代表取締役 米谷 啓和

17 常議員 マックスバリュ西日本株式会社　兵庫事務所 所長 新本 達也

18 常議員 山陽特殊製鋼株式会社 総務部長 菅野 申一

19 常議員 日本電研工業株式会社 代表取締役社長 糴川 英毅

20 常議員 株式会社シマヤ 代表取締役社長 髙島 隆三郎

21 常議員 大阪ガス株式会社 姫路地区支配人 髙月 和義

22 常議員 トヨタカローラ姫路株式会社 代表取締役社長 瀧川 祥也

23 常議員 龍田紡績株式会社 代表取締役会長 龍田 信也

24 常議員 ＷＤＢホールディングス株式会社 代表取締役社長 中野 敏光

25 常議員 株式会社ナカムラ 取締役会長 中村 彰一郎

26 常議員 ヤマサ蒲鉾株式会社 代表取締役社長 名田 和由

27 常議員 濱中製鎖工業株式会社 代表取締役 濵中 剛

28 常議員 姫路市商店街連合会 会長 濵本 卓弥

29 常議員 関西電力送配電株式会社 理事 姫路支社長 樋口 正憲

30 常議員 株式会社宝角合金製作所 代表取締役

31 常議員 株式会社本田商店 取締役会長 本田 眞一郎

32 常議員 株式会社ニチリン 代表取締役 会長執行役員 前田 龍一

33 常議員 株式会社三木組 代表取締役 三木 健義

34 常議員 姫路信用金庫 専務理事 三宅 智章

35 常議員 株式会社安田商会 代表取締役 安田 宏行

議員・顧問・相談役・名誉議員・参与　一覧
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36 常議員 株式会社１１７ 代表取締役社長 山下 裕史

37 常議員 山野印刷株式会社 代表取締役社長 山野 正豊

38 常議員 播州信用金庫 専務理事 和田 高広

1 監事 株式会社兵庫分析センター 取締役会長 石井 修

2 監事 福伸電機株式会社 代表取締役会長 宮内 康伴

3 監事 株式会社ヤマノ 代表取締役社長 山野 昭彦

1 理事 - - 浅田 敦之

2 理事 - - 西井 健滋

1 議員 株式会社御幸苑 取締役副社長 新井 龍太郎

2 議員 広畑印刷株式会社 代表取締役 伊賀 義高

3 議員 株式会社泉平 代表取締役社長 泉 周作

4 議員 東洋テック姫路株式会社 代表取締役 市橋 清弘

5 議員 第一工業株式会社 取締役会長 井上 拓

6 議員 株式会社白鷺陣屋 代表取締役 井上 賢

7 議員 青山開発株式会社 代表取締役会長 石見 満寿太

8 議員 株式会社光明兼光本店 代表取締役社長 内海 淳

9 議員 日伸運輸株式会社 代表取締役 大谷 幸司

10 議員 株式会社銀ビルストアー 代表取締役社長 大塚 兼史 

11 議員 株式会社ヤカグループ 代表取締役社長 大西 敦

12 議員 株式会社小野設計 代表取締役 大西 久樹

13 議員 美樹工業株式会社 代表取締役社長 岡田 尚一郎

14 議員 岡野食品ホールディングス株式会社 代表取締役社長 岡野 吉純

15 議員 むつみ株式会社 代表取締役社長 岡本 浩治

16 議員 パナソニックエレクトリックワークス池田電機株式会社 代表取締役社長 岡本 孝康

17 議員 株式会社姫路エービーシー商会 代表取締役社長 小原 竜夫

18 議員 税理士法人掛橋会計事務所 代表社員 掛橋 芳樹

19 議員 平錦建設株式会社 代表取締役 勝間 功雄

20 議員 株式会社カマタニ 代表取締役 鎌谷 正弘

21 議員 弁護士法人菊井法律事務所 社員 菊井 豊

22 議員 株式会社三機サービス 代表取締役社長 北越 達男

23 議員 北野産業株式会社 代表取締役社長 北野 実

24 議員 株式会社北村工務店 代表取締役社長 北村 聡一郎

25 議員 株式会社姫路グリーンホテル 代表取締役 木下 弘盛

26 議員 久盛不動産株式会社 代表取締役 久内 麻佐行

27 議員 株式会社日下部 代表取締役社長 日下部 聡

28 議員 小林電工株式会社 代表取締役 小林 義昭

29 議員 日本製鉄株式会社 瀬戸内製鉄所 総務部長 近藤　尚紀

30 議員 坂元電気株式会社 代表取締役 坂元 宣之

31 議員 株式会社みなと銀行 執行役員 姫路地域本部長 潮見　浩司

32 議員 アークハリマ株式会社 代表取締役社長 柴田 耕作

33 議員 株式会社昭和フォークリフト 代表取締役 城 守

34 議員 株式会社菅長製材所 代表取締役 菅長 一郎
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35 議員 山陽建設株式会社 代表取締役社長 関本 慶次郎

36 議員 兵庫信用金庫 理事長 園田 和彦

37 議員 株式会社山陽百貨店 代表取締役社長 髙野 勝 

38 議員 まねき食品株式会社 代表取締役社長 竹田 典高

39 議員 株式会社ノバック 代表取締役社長 立花 充

40 議員 旭陽化学工業株式会社 代表取締役社長 田寺 宣文

41 議員 網干産業株式会社 代表取締役 田中 惣一郎

42 議員 イオンリテール株式会社 近畿カンパニー 西兵庫事業部長 田中 達也

43 議員 姫路ケーブルテレビ株式会社 代表取締役社長 樽谷 篤明

44 議員 蔦機械金属株式会社 代表取締役社長 蔦 昌樹

45 議員 株式会社城洋 代表取締役

46 議員 ツボサカ機鋼株式会社 代表取締役 壷阪 康裕

47 議員 株式会社城山ホールディングス 代表取締役 寺尾 正

48 議員 総合自動車株式会社 代表取締役 田路 加代子

49 議員 株式会社板文 代表取締役社長 利安 宏文

50 議員 永井産業株式会社 代表取締役 永井 敬裕

51 議員 株式会社中塚木材商店 代表取締役 中塚 一裕

52 議員 株式会社ダスキン播磨 代表取締役社長 橋本 一磯

53 議員 ヤヱガキ酒造株式会社 代表取締役 長谷川 雄介

54 議員 はりま税理士法人 代表社員 服部 和幸

55 議員 有限会社日笠 ホテルクレール日笠 代表取締役社長 原 聡

56 議員 株式会社三井住友銀行 姫路法人営業部 理事 姫路法人営業部長 板東　康洋

57 議員 日製電機株式会社 代表取締役社長 東田 康裕

58 議員 福井タクシー株式会社 代表取締役 福井 淳一

59 議員 フジコー株式会社 代表取締役社長 藤井 茂樹

60 議員 株式会社藤橋商店 代表取締役 藤橋 拓志

61 議員 株式会社寳角ギヤー 代表取締役社長 寳角 雅之

62 議員 ショーワグローブ株式会社 代表取締役社長 星野　達也

63 議員 株式会社松尾学院 代表取締役 松尾 健一郎

64 議員 白鷺ニット工業株式会社 代表取締役 三木 一正

65 議員 飾磨海運株式会社 代表取締役社長 水田 裕一郎

66 議員 株式会社宮﨑商店 代表取締役社長 宮﨑 雅彰

67 議員 株式会社宮本組 代表取締役 宮本 活秀

68 議員 姫路タクシー株式会社 代表取締役 森田 玲子

69 議員 バンガード株式会社 代表取締役会長 山口 俊和

70 議員 株式会社セントラルサクセス 代表取締役 山水 千惠子

71 議員 虹技株式会社 代表取締役社長 山本 幹雄

72 議員 和田産業 代表者 和田 正

73 議員 株式会社ＩＤＣ 代表取締役 和田 直樹

1 顧問 姫路信用金庫 理事長 三宅 知行

2 顧問 グローリー株式会社 名誉会長 尾上 壽男

3 顧問   米田 徳夫
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4 顧問 姫路市 市長 清元 秀泰

5 顧問 姫路市議会 議長 宮本 吉秀

6 顧問 日本製鉄株式会社　瀬戸内製鉄所 副所長(広畑地区) 若木 明徳

7 顧問 山陽特殊製鋼株式会社 代表取締役社長 宮本 勝弘

8 顧問 一般社団法人姫路市医師会 会長 石橋 悦次

9 顧問 一般社団法人姫路市歯科医師会 会長 段 充

10 顧問 一般社団法人姫路薬剤師会 会長 浦上 文男

1 相談役 株式会社ヤカグループ 会長 大西 健一

2 相談役 丸魚水産株式会社 相談役 中谷 茂博

3 相談役 株式会社コーエイ 相談役 廣野 美次

4 相談役 有限会社大二商会 取締役会長 大西 政一

5 相談役 白鷺ニット工業株式会社 代表取締役会長 三木 正義

6 相談役 株式会社泉平 取締役会長 泉 平一

7 相談役 有限会社むつみ興産 代表取締役社長

8 相談役 播州信用金庫 理事長 和田 長平

9 相談役 宮本産業株式会社 代表取締役 宮本 義人

10 相談役 まねき食品株式会社 取締役会長 竹田 佑一

11 相談役 株式会社姫路グリーンホテル 取締役会長 木下 敏弘

1 名誉議員 株式会社北村工務店 取締役会長 北村 喜八郎

2 名誉議員 トヨタカローラ姫路株式会社 代表取締役会長 瀧川 泰久

3 名誉議員 日本電研工業株式会社 取締役会長 糴川 惠司

4 名誉議員 菱南電装株式会社 取締役 児島 猛

5 名誉議員 山陽建設株式会社 取締役会長 関本 盛男

6 名誉議員 山野印刷株式会社 取締役 山野 松夫

7 名誉議員 福井タクシー株式会社 会長 福井 紀雄

8 名誉議員 フジコー株式会社 取締役会長 藤井 正隆

9 名誉議員 株式会社小野設計 取締役会長 牛島 和果

10 名誉議員 株式会社板文 取締役会長 利安 武

11 名誉議員 株式会社ＩＤＣ 取締役会長 和田 恵一

1 参与 兵庫県　中播磨県民センター センター長 法田 尚己

2 参与 兵庫県公立大学法人 兵庫県立大学
理事 兼 副学長 兼 産学連携・研
究推進機構長

畑 豊

3 参与 姫路獨協大学 学長 井上　清美

4 参与 株式会社商工組合中央金庫　姫路支店 支店長 原 毅

5 参与 株式会社日本政策金融公庫　姫路支店 支店長 兼 国民生活事業統轄 佐藤　文昭

6 参与 阿比野建設株式会社 代表取締役社長 阿比野 剛

7 参与 株式会社神戸新聞社 姫路本社 執行役員姫路本社代表 鑛 隆志

8 参与 ジーピーエム株式会社 代表取締役 有川 裕之

9 参与 株式会社井沢鉄工所 代表取締役 井澤 竜一

10 参与 ゴダイ株式会社 代表取締役会長 浦上 晃之

11 参与 西日本電信電話株式会社　兵庫支店ビジネス営業部 姫路営業支店長 海老原 順二

12 参与 株式会社ニッスイ 姫路総合工場長 太田 信一

13 参与 株式会社日東社 代表取締役 大西 雅之
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14 参与 株式会社大村製材所 代表取締役 大村 真範

15 参与 みずほ証券株式会社　姫路支店 支店長 大森 祐治

16 参与 播州建材株式会社 代表取締役 小原 直人

17 参与 日本生命保険相互会社　姫路支社 支社長 加賀 伸正

18 参与 第一生命保険株式会社　姫路支社 姫路支社長 柿原 正明

19 参与 合同製鐵株式会社　姫路製造所 常務執行役員　姫路製造所長 木村 眞人

20 参与 ＪＦＥ条鋼株式会社 姫路製造所 取締役所長 桐谷 厚志

21 参与 窪商運株式会社 代表取締役 窪 重男

22 参与 兵庫県信用農業協同組合連合会 姫路営業本部　本部長 熊手 学

23 参与 株式会社東芝　姫路工場 ゼネラルマネージャー 栗原 紀泰

24 参与 株式会社ゴトウ・アズ・プランニング 代表取締役会長 後藤 昇平

25 参与 マルイチ株式会社 常務取締役 小林 雅也

26 参与 斎藤産業株式会社 代表取締役社長 斉藤 洋介

27 参与 サワダ精密株式会社 取締役会長 澤田 脩一

28 参与 西芝電機株式会社 代表取締役社長 高辻 哲二

29 参与 三菱電機株式会社 姫路製作所 所長 田中 和徳

30 参与 田中酒造場 社長 田中 康博

31 参与 株式会社きんでん　姫路支店 執行役員支店長 田邉 浩平

32 参与 中国電通株式会社 代表取締役社長 常村 英司

33 参与 株式会社吉田組　YOSHIDA GC 代表取締役社長 壺阪 博昭

34 参与 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 姫路支店 支店長 寺澤 寛幸

35 参与 株式会社中国銀行　姫路支店 支店長 徳地 伸弘

36 参与 白鷺特殊鋼株式会社 代表取締役社長 徳平 裕二

37 参与 大和ハウス工業株式会社　姫路支店 支店長 戸松 広明

38 参与 播州調味料株式会社 代表取締役社長 中川 善弘

39 参与 姫路魚類株式会社 代表取締役社長 長澤 靖明

40 参与 株式会社インフラプラス 代表取締役社長 中島 誠一郎

41 参与 株式会社ダイセル
チェーンプロダクションカンパ
ニー 姫路製造所網干工場長

中島 英彦

42 参与 株式会社広築 取締役会長 中林 淳

43 参与 三木産業株式会社 代表取締役社長 橋本 雅彦

44 参与 株式会社百十四銀行　姫路支店 支店長 三木　勝之

45 参与 株式会社浜田運送 代表取締役 濵田 長伸

46 参与 昭和瀝青工業株式会社 代表取締役社長 濱本 博司

47 参与 ハヤカワ電線工業株式会社 代表取締役社長 早川 雅弘

48 参与 ダイネン株式会社 名誉会長 早原 勝正

49 参与 原田工業株式会社 代表取締役社長 原田 信弘

50 参与 信栄運輸株式会社 取締役会長 福永 征秀 

51 参与 株式会社ハマダ 代表取締役社長 帽田 泰輔

52 参与 堀忠水産株式会社 代表取締役社長 堀江 徹成

53 参与 株式会社フェスタ 代表取締役専務 松岡 康英

54 参与 株式会社みずほ銀行　姫路支店 支店長 松本 光由

55 参与 株式会社イクティス姫路 代表取締役会長 溝江 愼治郎
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56 参与 株式会社神戸医療事務センター 代表取締役 村上 まき

57 参与 ウシオ電機株式会社　播磨事業所 播磨事業所長 森　純一郎

58 参与 ラッキー工芸株式会社 取締役会長 藪口 保

59 参与 キンキサイン株式会社 代表取締役会長 山口 義弘

60 参与 株式会社日本触媒　姫路製造所 執行役員　姫路製造所長 横井 時浩

61 参与 横田石油株式会社 代表取締役社長 横田 昌彦

62 参与 有限会社三晃商事 代表取締役社長 𠮷井 祥二

63 参与 姫路商工会議所　前　専務理事 吉田 裕康


