
役職 推薦 母体 都道府県名 所　属 備考

会長 中央 東京都 柳井　薫 （一社）全国都市粉じん飛散防止協会

副会長 中央 福島県 福田　弘之 元・㈱クレハ環境

副会長 地区 神奈川県 杉山　吉男 元・横浜市環境保全局

理事 中央 北海道 原田　利明 ㈱公清企業

理事 地区 茨城県 古谷　好男 ㈱グレーシア

理事 地区 群馬県 髙橋　伸幸 元・前橋市荻窪清掃工場

理事 地区 埼玉県 小肥　博 燦クリーン㈱

理事 中央 東京都 伊東　和憲 東京エコサービス㈱

理事 中央 東京都 大塚　好夫 東京エコサービス㈱

理事 地区 東京都 関　壽彰 元・東京都環境局

理事 地区 東京都 髙橋　七郎 ㈱オフィスセブン

理事 中央 東京都 高橋　潤 高俊興業㈱

理事 中央 東京都 穂積　篤史 都築鋼産㈱

理事 中央 東京都 安田　信 ㈲古川新興

理事 中央 神奈川県 石黒　智彦 （一社）廃棄物処理施設技術管理協会

理事 地区 新潟県 善宝　正文 アイビス技建㈱

理事 中央 石川県 金子　仁哉 環境開発㈱

理事 中央 山梨県 中嶋　宏興 ㈱東陽商事

理事 中央 愛知県 梅村　正裕 ㈱鈴鍵

理事 中央 大阪府 三ツ川　卓生 元・エスク三ツ川㈱

理事 地区 島根県 石原　純 山陰中央新報社

理事 中央 福岡県 川添　克子 ㈱Green prop

監事 中央 東京都 松木　稔 S.P.E.C.㈱

監事 中央 神奈川県 宮治　鉄夫 ㈱デスポ

顧問 理事会 東京都 稲村　光郎 稲村技術士事務所

顧問 理事会 東京都 根本　康雄 特定非営利活動法人 廃棄物政策ﾌｫｰﾗﾑ

顧問 理事会 神奈川県 泊瀬川　孚 特定非営利活動法人 日本環境斎苑協会

顧問 理事会 神奈川県 淡路　宣男 元・神奈川県衛生研究所

顧問 理事会 静岡県 三橋　孝太郎 元・横浜市環境保全局

役職 推薦 母体 都道府県名 所　属 備考

最高顧問 理事会 神奈川県 青木　久彌 元・横浜市環境事業局

名誉会長 理事会 東京都 寺嶋　均 東京エコサービス㈱

氏　名

平成２９・３０年度　役員名簿

氏　名



平成 29年度・30年度 代議員名簿 

 

 

ブロック
定数

会員
種別

推薦
母体

都道府県
名

所　属 備考

個人 自薦 北海道 稲田　光男 稲田清掃舎　

個人 自薦 北海道 上元　周馬 元・岩内地方衛生組合　

団体 自薦 岩手県 岩下　石男 （二戸広域清掃業協同組合）・㈲八紘カイハツ　

個人 自薦 福島県 宮田　治男 ㈱クレハ環境　技術開発本部 新任

団体 地区 山形県 鈴木　完司 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合　環境衛生ｾﾝﾀｰ

個人 地区 茨城県 小菅　昭二 牛久市役所　牛久市クリーンセンター 新任

個人 地区 茨城県 武藤　正浩 関東道路㈱　

個人 地区 群馬県 清水  孝昭 元・アタカメンテナンス㈱　

個人 地区 埼玉県 藤井　幸人
国立研究開発法人　農業・食品産業技術総合研究機構　農
業技術革新工学研究センター　労働・環境工学研究

新任

個人 地区 東京都 小島　基宏 元・国立市　清化園衛生組合

個人 地区 山梨県 日向　久也 峡南衛生組合　 新任

団体 自薦 静岡県 鍋田　圭一 富士市環境部　環境クリーンセンター 新任

個人 自薦 愛知県 熊谷　光 元・小牧岩倉衛生組合　

団体 自薦 三重県 前田　岳司 (一財)三重県環境保全事業団　廃棄物管理部

個人 地区 新潟県 横山　仁幸 ㈱横山　

団体 地区 新潟県 小柳　秀樹 小柳産業㈱　

個人 地区 滋賀県 嘉数　末広 湖北広域行政事務センター　クリーンプラント 新任

個人 他薦 京都府 山田　義明 日本ウエスト㈱　

個人 地区 島根県 永江　裕 ㈱まつえ環境の森　

団体 自薦 岡山県 渡邉　博道 岡山市役所環境局　環境施設課 新任

団体 自薦 広島県 林　正敏 三次市水道局　下水道課

団体 自薦 福岡県 那波　和夫 ㈱障がい者つくし更生会　

個人 自薦 福岡県 伊東　孝廣 古賀市　海津木苑

個人 自薦 沖縄県 岸本  直也 沖縄県名護市　議会事務局

注）　（　）内の数字は、平成27年度改選時の代議員定数。
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