
 

無投票当選の公告 
 このたびの総代選挙について、去る２月７日立候補の公告をし、２月１８日その受付を締切りましたところ、

候補者数は総代定数を超えませんでした。 
 このため、総代選挙規約第２７条第２項により次の候補者をもって当選人とし投票を行わないことになりました

ので、その旨を公告します。 
総代選挙立候補者（総代当選者）       地区別・五十音順・敬称略 

選 挙 区 定    数 
（候補者数） 候 補 者（無投票当選者） 

第１地区 １６～２１名 
（２０名） 

医療法人 愛仁会 
理事長 渡邉信也 五十嵐 壱郎 小木 一晴 亀山 暁治 クシヤ株式会社 

代表取締役 櫛谷努 

久代 勝英 久保 繁行  倉嶋 則昭 古泉 幸一 株式会社サイタメ 
代表取締役 斎藤秀明 

斎藤 勝朗 佐藤 藤一 新保 房機 立川 義浩 大東産業株式会社 
代表取締役 加藤洋介 

成田 澄夫 野口 正晴 有限会社 花ムラ 
代表取締役 村木秀明 見田 修一 株式会社三隆工芸 

代表取締役 服部秋男 

第２地区 ８～１２名 
（１２名） 

株式会社ｱｲﾃｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 
代表取締役 高野真人 

有限会社新し屋酒店 
代表取締役 塚本重文 風間 修一 神田 幸雄 小泉 嘉忍 

齋藤 正利 椎谷 浩 鈴木 俊弘 立川 博史 田中 三郎 

谷澤 四郎 和田 良夫    

第３地区  ７～１０名 
（１０名） 

株式会社 阿部組 
代表取締役 阿部昭一 

有限会社石井鉄骨工業 
代表取締役 石井久以知 風間 藤一郎 小林 稔 高橋 慶三 

株式会社ﾃｲｴﾇﾋﾞｰ工機 

代表取締役 田辺 博 廣瀬 幸雄 有限会社丸庄建材 
代表取締役 長谷部一裕 

有限会社横山寝具店 

代表取締役 横山清重 渡辺 正春 

第４地区 １０～１４名 
（１４名） 

荒井 健衛 有限会社 岡田 
代表取締役 岡田亮一 神林 政弘 黒井 勝 株式会社信越測量設計 

代表取締役 原 斉 

清野 益雄 高橋 文雄 田中 勝昭 新潟維持ｻｰﾋﾞｽ株式会社

代表取締役 桑原一也 西山 宏 

平石 賢一 松尾 準 株式会社 丸北 
代表取締役 北川栄資 

株式会社安田工作所 

代表取締役 安田員也  

第５地区 ９～１３名 
（１３名） 

国兼 尋一 国原建設株式会社 

代表取締役 国原善成 
株式会社ｻｶｲ綜合自動車 

代表取締役 坂井俊英 斎藤 武人 白川 幹雄 

田中 敏夫 株式会社当野不動産 
代表取締役 當野 篤 

司法書士法人東にいがた

合同事務所社員須崎涼典 平田 孝一 有限会社星山技研 
代表取締役 星山和男 

増井 哲也 松田 明雄 山崎 明博   

第６地区 １３～１８名 
（１８名） 

石黒 光夫 大渕 克也 梶山 貞芳 片山 泉 加藤 隆夫 

川上 博治 小林 章男 小林 博昭 佐藤 茂之 渋谷 秀富 

高橋 秀明 武田 真 田中 良子 羽田 庄一 丸山 正孝 

山田 文雄 涌井 久美子 渡辺 正人   

第７地区 ７～１０名 
（１０名） 

喜多 美俊 斉藤 利清 坂詰 敏彦 遠山 清 波多野 一雄 

波多野 裕一 羽田 一樹 帆苅 信雄 圓山 富英 渡辺 政昭 

第８地区 ４～６名 
（６名） 

五十嵐 康信 高橋 隆 外山 勝 原 安治 山田 一二史 

横山 山人     

第９地区 １５～２０名 
（２０名） 

板井 久則 岩城 良雄 岩野 弘 岩村 俊明 風間 秀治 

川口 幸平 木村 千代美 
株式会社佐久間石油 
代表取締役 佐久間哲平 佐原 忠 株式会社高野浄化槽管理

ｻ-ﾋﾞｽ代表取締役 高野雄矢 

田中 弘 田中 陽一 
外山商事株式会社 
代表取締役 外山利治 松本 隆尋 間舩 努二朗 

向 均 目黒 忠一 物江 正人 吉田 和久 渡辺 隆夫 

第 10地区 ６～９名 
（９名） 

阿部 律雄 
株式会社市川染工場 
代表取締役 市川興次 

伊藤 長義 小林 一夫 茂野 知行 

有限会社 新瀧 
代表取締役 瀧沢 修 

寺尾 一元 羽田 久 樋口 元剛  

第 11地区 
５～７名 
（７名） 

石井 晴雄 大倉 五十男 川﨑 勝行 小林 雅 坂井 藤雄 

株式会社徳永設備設計事

務所代表取締役徳永一成 長谷川 長栄    

計 100～140名 

（１３９名）      

     
令和２年２月１９日 

   はばたき信用組合 総代選挙管理者 理事長 宇野 勝雄 


