
理  事 2019年6⽉21⽇
役職名 都道府県 ⽒名

1 会 ⻑ 会 ⻑ ⼤阪府 射場⼀之
2 常任理事 副会⻑（地区⽀部担当） 岩⼿県 瀬川賢孝
3 常任理事 副会⻑（地区⽀部担当） 東京都 上野國光 ＊兼任
4 常任理事 副会⻑（地区⽀部担当） 京都府 ⽔野充弘
5 常任理事 副会⻑（地区⽀部担当） ⻑崎県 ⾦⼦宗弘
6 常任理事 副会⻑（部会担当） 茨城県 友常千秋
7 常任理事 副会⻑（部会担当） 岡⼭県 福川修介
8 常任理事 副会⻑（部会担当） 愛知県 ⼭⼝康⼆
9 常任理事 副会⻑（委員会担当） 兵庫県 森⽥浩介
10 常任理事 副会⻑（委員会担当） ⾹川県 中村卓史
11 常任理事 専務理事 東京都 ⼤代賢⼀
12 常任理事 北海道地区⻑ 北海道 三上貴康
13 常任理事 東北地区⻑ ⼭形県 ⽶本 泰 ＊兼任
14 常任理事 北関東･信越地区⻑ 茨城県 ⼩柴庄市
15 常任理事 南関東地区⻑ 千葉県 天野喜晴
16 常任理事 北陸地区⻑ ⽯川県 中川 洋 ＊兼任
17 常任理事 東海地区⻑ 静岡県 加藤敏章
18 常任理事 近畿地区⻑ 奈良県 ⼤⽯⽂彦
19 常任理事 中国地区⻑ 広島県 藤井和幸
20 常任理事 四国地区⻑ 徳島県 笠井栄作
21 常任理事 九州･沖縄地区⻑ ⼤分県 ⽟⽥智久
22 常任理事 採⽯･原⽯部会⻑ 岡⼭県 鶴⽥康範
23 常任理事 加⼯部会⻑ ⾹川県 ⼤川弘展
24 常任理事 建築･環境部会⻑ 岐⾩県 棚瀬健教
25 常任理事 墓⽯部会⻑ 静岡県 佐野雅基
26 常任理事 墓⽯部会 社会調査担当 千葉県 柴⽥ 清
27 常任理事 輸⼊･卸商部会⻑ 千葉県 吉川信貴
28 常任理事 関連部会⻑ 東京都 ⼤塚俊明
29 常任理事 顧客満⾜推進委員⻑ 兵庫県 能島孝志
30 常任理事 広報委員⻑ 岐⾩県 吉野 博 ＊兼任
31 常任理事 お墓ディレクター委員⻑ 岡⼭県 ⼩野純⼦
32 常任理事 ⼥性ネットワーク委員⻑ 千葉県 ⻑江曜⼦
33 常任理事 公正競争規約推進委員⻑ 愛媛県 ⽩⽊秀典
34 常任理事 会員拡⼤委員会・渉外担当  東京都 井⼝健⼆
35 常任理事 ストーンショー運営委員⻑ 東京都 上野國光 ＊兼任
36 常任理事 中⻑期政策担当 京都府 ⽵ノ内壮太郎
37 常任理事 総務担当常任理事 東京都 川本恭央
38 常任理事 総務担当常任理事 東京都 ⾕合 正
39 理 事 北海道⽀部⻑ 北海道 ⼭本信夫
40 理 事 ⻘森県⽀部⻑ ⻘森県 ⼩⽥桐隆夫
41 理 事 岩⼿県⽀部⻑ 岩⼿県 遠藤健司
42 理 事 宮城県⽀部⻑ 宮城県 志賀巧基
43 理 事 秋⽥県⽀部⻑ 秋⽥県 佐藤富幸
44 理 事 ⼭形県⽀部⻑ ⼭形県 ⽶本 泰 ＊兼任
45 理 事 福島県⽀部⻑ 福島県 藤井宗明
46 理 事 茨城県⽀部⻑ 茨城県 堀 義⼰
47 理 事 栃⽊県⽀部⻑ 栃⽊県 笹川敏男
48 理 事 群⾺県⽀部⻑ 群⾺県 ⼭⽥健義
49 理 事 ⻑野県⽀部⻑ ⻑野県 ⻄⼭正起
50 理 事 新潟県⽀部⻑ 新潟県 齋藤繁樹
51 理 事 埼⽟県⽀部⻑ 埼⽟県 ⼾髙健司
52 理 事 千葉県⽀部⻑ 千葉県 ⾼橋史郎
53 理 事 東京都⽀部⻑ 東京都 榎本⾼⼠
54 理 事 神奈川県⽀部⻑ 神奈川県 相原 聡
55 理 事 ⼭梨県⽀部⻑ ⼭梨県 川⼝浅雄
56 理 事 富⼭県⽀部⻑ 富⼭県 佐渡 渡
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57 理 事 ⽯川県⽀部⻑ ⽯川県 中川 洋 ＊兼任
58 理 事 福井県⽀部⻑ 福井県 坂川昌史
59 理 事 静岡県⽀部⻑ 静岡県 北原 昇
60 理 事 愛知県⽀部⻑ 愛知県 吉⽥秀徳
61 理 事 岐⾩県⽀部⻑ 岐⾩県 吉野 博 ＊兼任
62 理 事 三重県⽀部⻑ 三重県 ⾕本雅⼀
63 理 事 滋賀県⽀部⻑ 滋賀県 兼⼦裕司
64 理 事 京都府⽀部⻑ 京都府 ⼭本健介
65 理 事 ⼤阪府⽀部⻑ ⼤阪府 藪本真央
66 理 事 奈良県⽀部⻑ 奈良県 ⽊村好廣
67 理 事 和歌⼭県⽀部⻑ 和歌⼭県 ⻄岡孝織
68 理 事 兵庫県⽀部⻑ 兵庫県 平⼭昭吾
69 理 事 岡⼭県⽀部⻑ 岡⼭県 河⽥恭志
70 理 事 ⿃取県⽀部⻑ ⿃取県 堀⼝ 誠
71 理 事 広島県⽀部⻑ 広島県 寺岡伸⼆
72 理 事 島根県⽀部⻑ 島根県 岸 光研
73 理 事 ⼭⼝県⽀部⻑ ⼭⼝県 天野展和
74 理 事 ⾹川県⽀部⻑ ⾹川県 岡⾕健⼆
75 理 事 徳島県⽀部⻑ 徳島県 阿部敏明
76 理 事 愛媛県⽀部⻑ 愛媛県 ⼩⽥延彦
77 理 事 ⾼知県⽀部⻑ ⾼知県 ⼩松伸壮
78 理 事 福岡県⽀部⻑ 福岡県 寺⽥良平
79 理 事 佐賀県⽀部⻑ 佐賀県 ⼤曲英敏
80 理 事 ⻑崎県⽀部⻑ ⻑崎県 平⽥政⽂
81 理 事 熊本県⽀部⻑ 熊本県 ⽥尻 ⼒
82 理 事 ⼤分県⽀部⻑ ⼤分県 有⽥ 忍
83 理 事 宮崎県⽀部⻑ 宮崎県 安部 昇
84 理 事 ⿅児島県⽀部⻑ ⿅児島県 前迫 実
85 理 事 沖縄県⽀部⻑ 沖縄県 屋良朝敏

監  事
1 監 事 監 事 静岡県 望⽉威男
2 監 事 監 事 ⼤阪府 伯井 守
3 監 事 監 事 愛知県 ⽝塚克明

顧  問
1 顧 問 法律顧問 東京都 ⼾部秀明
2 顧 問 会計顧問 東京都 斎藤良夫
3 顧 問 会計顧問 東京都 ⿑藤栄太郎
4 顧 問 技能顧問 埼⽟県 ⼩川⻑四郎
5 顧 問 顧 問 埼⽟県 吉岡秀⼀
6 顧 問 顧 問 岡⼭県 鳴本哲⽮


