
令和4年5月23日現在

№ 団体名・企業名 役職名 代表者名

1 青森経済同友会 代表幹事 奈　良　秀　則

2 青森県商工会議所連合会 会長 若　井　敬一郎

3 (一社)青森県経営者協会 会長 七　尾　嘉　信

4 青森県中小企業団体中央会 会長 櫛　引　利　貞

5 青森県商工会連合会 会長 一　戸　善　正

6 （一社）青森県自動車会議所 理事長 小　野　大　介

7 株式会社　青森銀行 取締役頭取 成　田　　　晋

8 株式会社　みちのく銀行 頭取 藤　澤　貴　之

9 青い森鉄道㈱ 代表取締役社長 千　葉　耕　悦

10 日本原燃㈱ 代表取締役社長 増　田　尚　宏

11 東北電力㈱青森支店 執行役員青森支店長 沼　畑　秀　樹

12 東京電力ホールディングス㈱青森事業所 所長 近　藤　世　紀

13 リサイクル燃料貯蔵㈱ 代表取締役社長 高　橋　泰　成

14 電源開発㈱青森事務所 所長 宮　嶋　年　宏

15 ㈱伊藤鉱業 代表取締役 増　田　教　正

16 ㈱庄司興業所 代表取締役 庄　司　　　肇

17 ㈱丸源産業 代表取締役 森　　　亜里沙

18 ㈲柏崎清掃社 代表取締役 小　林　一　豊

19 菊池トラック㈱ 代表取締役 菊　池　秋　彦

20 大矢建設工業㈱ 代表取締役 大　矢　　　進

21 ㈱丸勝小野商事 代表取締役 小　野　智　史

22 豊産管理㈱ 代表取締役 竹　谷　佳　野

23 ㈱和島組 代表取締役 和　島　隆　志

24 ㈱須郷土木 代表取締役 須　郷　守　夫

25 ㈲小沢土木 代表取締役 小　沢　セ　ツ

26 ㈱みどり 代表取締役 岡　田　寛　紀

27 ㈲東奥化学 代表取締役 天　内　　　修

28 ㈲マモル商運 代表取締役 守　田　　　功

29 ㈱大坂組 代表取締役社長 大　坂　憲　一

30 北砲興発㈱ 代表取締役 濱　田　恵　一

31 相内建設㈱ 代表取締役 相　内　立　己

32 ㈲天間製作所 代表取締役 天　間　拓　道

33 クリーン環境開発㈱ 代表取締役 丸　井　理　成

34 環境技術㈱ 代表取締役 倉　成　　　諭

35 ㈱山本工業 代表取締役 山　本　徳　光
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36 ㈱青森資源 代表取締役 加賀谷　栄　徳

37 奈良順建設㈱ 代表取締役 奈　良　信　幸

38 東管工業㈱ 代表取締役 蛯　沢　宮　行

39 ㈱西田組 代表取締役社長 西　田　文　仁

40 ㈱兼建興業 代表取締役 兼　平　　　力

41 第一清掃㈱ 代表取締役 石　橋　忠二郎

42 県南環境保全センター㈱ 代表取締役 佐　藤　正　樹

43 ㈱新盛建設運輸 代表取締役 盛　田　英　明

44 ㈱青森クリーン 代表取締役 酒　井　　　浩

45 ㈱今与建設 代表取締役 今　　　俊　順

46 三八五トランスポート㈱ 代表取締役 川　口　　　弘

47 青森三八五流通㈱ 代表取締役 宮　古　　　武

48 弘鉄電気工事㈱ 代表取締役 佐々木　一　臣

49 ㈲マツノホーム 代表取締役 松　野　裕　而

50 ㈱山匠電気工業 代表取締役 山　子　泰　典

51 トーヨー工業㈱ 代表取締役 種　市　治　雄

52 ㈲十文字林業 代表取締役 堂　前　嘉　男

53 田村モータース㈱ 代表取締役 古　郡　陽　一

54 ㈲堀左官工業 代表取締役 堀　　　利　也

55 むつアサノコンクリート㈱ 代表取締役 菊　池　　　薫

56 ㈱菊末産業 代表取締役 菊　池　淑　子

57 青森重工㈱ 代表取締役 雇　地　三　起

58 ㈱高田工業 代表取締役 髙　田　勇　貴

59 ㈱斗南 代表取締役 中　嶋　公　英

60 青森プラント㈱ 代表取締役 加　藤　弘一郎

61 医療法人弘愛会弘愛病院 理事長 橘　　　正　人

62 医療法人華峰会 理事長 冨　田　高　重

63 ㈱黄金工務店 代表取締役 黄金﨑　　　勉

64 ㈱青森ダイハツモータース 代表取締役 高　橋　　　勉

65 田中商工㈱ 代表取締役 田　中　大　文

66 ㈲谷島電気 代表取締役 谷　島　明　裕

67 ㈱川村畜産 代表取締役 川　村　彰　男

68 ㈱松橋建材 代表取締役 松　橋　清　治

69 ㈱NIPPO　青森統括事業所 所長 小野寺　正　俊

70 ㈲ローズリー資源 代表取締役 田　中　桂　子
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71 ㈱村上組 代表取締役社長 村　上　公　洋

72 コスモ機電㈱ 代表取締役 新　野　鴊　昭

73 ㈱東管サービス 代表取締役 佐　藤　直　人

74 ㈱東通運輸 代表取締役 舘　　　　　進

75 ㈲野辺地産業振興協会 代表取締役 山　口　浩　司

76 皆野建設㈱ 代表取締役 皆　野　文　信

77 ㈲鳥山建設 代表取締役 鳥　山　光　雄

78 ㈱一矢産業 代表取締役 田　中　　　仁

79 平舘建材㈱ 代表取締役 田　中　由紀子

80 ㈱東北産業 代表取締役 上　山　　　貢

81 ㈱曽我産業 代表取締役 曽　我　浩　昭

82 共立設備工業㈱ 代表取締役社長 齋　藤　貴　之

83 附田建設㈱ 代表取締役 蘓　武　昭　男

84 青森中央郵便局 局長 荒　関　浩　司

85 ㈱ムツミテクニカ 代表取締役 芳　賀　　　弘
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