
役　職 法人名 氏　名 所在地

　１． 会　長 東建設㈱ 小池　克彦 横須賀市池上

　２． 副会長 ㈲阪本伍一商店 出口　光一 三浦市晴海町

　３． 〃 ㈱高橋タイル工業 髙橋　秀一 横須賀市根岸町

　４． 〃 ㈱鈴栄工業 鈴木　　透 横須賀市久里浜

　５． 〃 ㈱ホンダカーズ 長島　澄雄 横須賀市武

　６． 〃 ㈱ヤチヨ 鈴木　孝博 横須賀市日の出町

　７． 〃 ㈱フロックス 蒲谷　　茂 横須賀市追浜町

　８． 〃 ㈲山口保険事務所 山口　智弘 横須賀市安浦町

　９． 〃 ㈲マルカツ商事 平野　弘子 横須賀市米が浜通

１０． 理　事 丸庄㈲ 齋藤　秀敏 横須賀市追浜東町

１１． 〃 ㈲織田化粧品店 織田　俊美 横須賀市追浜町

１２． 〃 森川機工㈱ 森川　　久 横須賀市長浦町

１３． 〃 ㈱香取屋商店 小林　正明 横須賀市西逸見町

１４． 〃 ㈲飯塚慎治郎商店 飯塚進一郎 横須賀市坂本町

１５． 〃 (資)双葉 越川　昌光 横須賀市本町

１６． 〃 ㈲川島ガラス 川島　典男 横須賀市大滝町

１７． 〃 ㈱まつざか 松坂　知重 横須賀市米が浜通

１８． 〃 ㈲竹内保険事務所 竹内　範和 横須賀市安浦町

１９． 〃 ㈲神守建材社 神守　陽一 横須賀市三春町

２０． 〃 錦工業㈱ 勝見　慎一 横須賀市上町

２１． 〃 ㈱伊東ボーハン 伊東　俊二 横須賀市望洋台

２２． 〃 松山商事㈱ 松山　慶三 横須賀市公郷町

２３． 〃 ㈱桐ヶ谷不動産 桐ヶ谷主税 横須賀市池上

２４． 〃 ㈱三春商会 益子　陽一 横須賀市森崎

２５． 〃 湘南製餡㈱ 望月　真澄 横須賀市大矢部

２６． 〃 ㈱エコー産業 久米　章博 横須賀市内川

２７． 〃 ㈱リヒロ 當間　嗣博 横須賀市根岸町

２８． 〃 ㈲大野屋葬儀社 大野　典明 横須賀市大津町

２９． 〃 中台工業㈱ 佐藤　　朗 横須賀市鴨居

３０． 〃 ㈲金文堂信濃屋書店 山本　雅之 横須賀市西浦賀

３１． 〃 ㈲大工伊藤 伊藤　　優 横須賀市長瀬
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３２． 〃 ㈲小関文具店 小関　孝雄 横須賀市久里浜

３３． 〃 ㈱栄林 林　　秀海 横須賀市久里浜

３４． 〃 武尊建設㈱ 内藤　義和 横須賀市長沢

３５． 〃 ㈲鈴木石材店 鈴木　俊充 横須賀市太田和

３６． 〃 ㈲宮永建築 宮永　修一 横須賀市長井

３７． 〃 ㈲西浦リース 角田　憲一 横須賀市芦名

３８． 〃 千代田商事㈱ 福西　定敏 横須賀市内川

３９． 〃 文明堂印刷㈱ 渡辺　隆路 横須賀市東浦賀

４０． 〃 ㈱タテイシ建機リース 立石　文彦 横須賀市森崎

４１． 〃 日本水産観光㈱ 小澤　長幸 横須賀市三春町

４２． 〃 芙蓉交通㈱ 八木　達也 横須賀市内川

４３． 〃 三協ハウジング㈱ 竹永　　薫 横須賀市追浜町

４４． 〃 ㈱関東ビルシステム 野澤真知子 横須賀市三春町

４５． 〃 ㈱エビヤ 海老原　平 横須賀市鴨居

４６． 〃 ㈱不二テクノ 久保田康雄 横須賀市小川町

４７． 〃 ㈱ロードサービス 飯野　　茂 横須賀市野比

４８． 〃 ㈲アクア自動車 鈴木　弘毅 横須賀市小矢部

４９． 〃 かながわ信用金庫 杵渕　哲也 横須賀市小川町

５０． 〃 ㈱横浜銀行横須賀支店 須藤　龍一 横須賀市若松町

５１． 〃 第一ビル㈱ 堀川　将史 横須賀市衣笠栄町

５２． 〃 事代漁業㈱ 寺本　光一 三浦市三崎

５３． 〃 三崎石油㈱ 加藤　貴之 三浦市三崎

５４． 〃 ㈲丸清製麺 石毛　浩雄 三浦市栄町

５５． 〃 ㈱奥山工務店 奥山　浩司 三浦市南下浦町上宮田

５６． 〃 ㈱浜名電工 鈴木　康仁 三浦市初声町下宮田

５７． 〃 ㈲香山通産 香山　厚子 三浦市三崎

５８． 〃 ㈲飯嶋開発 飯嶋　直樹 三浦市三崎町小網代

５９． 〃 丸福水産㈱ 池谷　　隆 三浦市晴海町

６０． 〃 ㈲三浦衛生社 加藤　隆史 三浦市三崎町六合

６１． 〃 ㈱山星船具店 阿部　一也 三浦市三崎

１． 監　事 湘南信用金庫 二本木岳彦 横須賀市大滝町

２． 〃 三浦商工会議所 山下　芳夫 三浦市三崎


