
議員名 役職 職務執行者

株式会社アキラ水産 代表取締役社長 上田　浩祐

アクサ生命保険株式会社福岡支社 福岡支社長 隈元　正徹

株式会社アサヒ緑健 代表取締役 古賀　良太

有限会社アスク 代表取締役 稲葉　訓昭

麻生商事株式会社 代表取締役会長 栗尾　城三郎

イオン九州株式会社 代表取締役社長 柴田　祐司

石蔵酒造株式会社 代表取締役社長 石蔵　利正

稲員興産株式会社 代表取締役 稲員　英一郎

岩崎建設株式会社 代表取締役 岩崎　成敏

株式会社岩田屋三越 代表取締役社長執行役員 細谷　敏幸

株式会社インターナショナル エア アカデミー 代表取締役会長 永江　靜加

株式会社ウエダ 常務取締役 上田　一壽

上村建設株式会社 代表取締役社長 上村　英輔

英進館ホールディングス株式会社 取締役会長 筒井　勝美

株式会社ＮＴＴドコモ九州支社 執行役員 九州支社長 齋藤　武

エントリーサービスプロモーション株式会社 代表取締役社長 新井　洋子

株式会社大賀薬局 代表取締役社長 大賀　崇浩

株式会社お花の太陽 代表取締役社長 野口　宣夫

嘉穂無線ホールディングス株式会社 取締役会長 柳瀬　真澄

河野産業株式会社 代表取締役社長 河野　武司

株式会社カンサイ 代表取締役会長 忍田　勉

株式会社キューコーリース 代表取締役社長 久木元　孝行

キューサイ株式会社 代表取締役社長 神戸　聡

九州電力株式会社 代表取締役会長 瓜生　道明

九州旅客鉄道株式会社 特別顧問 石原　進

株式会社ＱＴｎｅｔ 代表取締役社長 岩﨑　和人

株式会社九電工 特別顧問 藤永　憲一

株式会社極東フーズコーポレーション 代表取締役社長 粥川　昌洋

空研工業株式会社 代表取締役社長 楢木　隆
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株式会社グリーンクロス 代表取締役社長 久保　孝二

株式会社黒木工務店 代表取締役 黒木　篤

株式会社興亜 代表取締役 長野　吉弘

興和道路株式会社 代表取締役社長 田中　隆臣

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
ベンディング事業本部
九州地区統括部長 安藤　茂弘

西光建設株式会社 代表取締役社長 高丘　利勝

西部瓦斯株式会社 代表取締役社長 道永　幸典

西部ガスエネルギー株式会社 代表取締役社長 金井　昌道

西部ガス都市開発株式会社 代表取締役社長 佐藤　操

西部ガスリビング株式会社 代表取締役社長 藤本　亨

株式会社嵯峨野 代表取締役社長 藤井　春奈子

株式会社サヌイ織物 代表取締役社長 讃井　勝彦

株式会社ＧＳタカハシ 代表取締役会長兼社長 髙橋　浩

株式会社ＪＴＢ
九州エリア広域代表兼
福岡支店長 井上　浩一

株式会社志賀設計 代表取締役社長 八島　英孝

昭和鉄工株式会社 代表取締役会長 福田　俊仁

株式会社新出光 顧問 出光　芳秀

株式会社Think Style 代表取締役社長 畑中　雄介

新日本製薬株式会社 代表取締役社長 後藤　孝洋

株式会社鈴懸 代表取締役 中岡　生公

正晃株式会社 代表取締役社長 印　正哉

株式会社正興電機製作所 代表取締役会長 土屋　直知

株式会社西部技研 代表取締役 隈　扶三郎

積水ハウス株式会社 福岡マンション事業部 執行役員 吉﨑　道夫

総合メディカル株式会社 代表取締役社長 坂本　賢治

株式会社第一鑑定リサーチ 代表取締役 吉田　稔

タイキ薬品工業株式会社 取締役会長 田中　千雄

大同生命保険株式会社福岡支社 福岡支社長 内藤　達哉

ダイヤモンド秀巧社印刷株式会社 代表取締役社長 坂口　淳一

株式会社大洋サンソ 取締役会長 井上　賢司

株式会社ダックス 代表取締役社長 石原　紀幸
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玉屋リネンサービス株式会社 代表取締役 田中丸　昌宏

株式会社千鳥饅頭総本舗 代表取締役社長 原田　浩司

株式会社チヨダ 代表取締役 山口　進

津田ホールディングス株式会社 代表取締役社長 津田　鶴太郎

株式会社データ・マックス 代表取締役社長 兒玉　直

株式会社電通九州 代表取締役　社長執行役員 鈴木　亨

株式会社トクスイコーポレーション 代表取締役社長 徳島　建征

学校法人中村学園　中村学園事業部 事業理事 中村　紘右

中村工業株式会社 会長 中村　隆輔

南国フルーツ株式会社 代表取締役社長 中尾　厚志

株式会社にしけい 代表取締役社長 大坪　潔晴

株式会社西日本シティ銀行 代表取締役頭取 谷川　浩道

株式会社西日本新聞社 代表取締役社長 柴田　建哉

西日本鉄道株式会社 代表取締役社長執行役員 倉富　純男

日本タングステン株式会社 代表取締役 後藤　信志

日本サンダイン株式会社 代表取締役社長 木村　政信

株式会社ニューオータニ九州 代表取締役社長 山本　圭介

一般社団法人博多港振興協会 副会長 富永　太郎

博多港ふ頭株式会社 代表取締役社長 中園　政直

株式会社博多座 代表取締役社長 貞刈　厚仁

株式会社博多大丸 代表取締役社長 香川　曉子

株式会社花かず 代表取締役会長 原　経博

株式会社ピエトロ 代表取締役社長 高橋　泰行

久野印刷株式会社 代表取締役社長 久野　正人

株式会社BUSINESS SUPPORT WORLD 代表取締役会長 別府　美千代

株式会社ヒデトレーディング 代表取締役社長 鈴木　哲也

株式会社ひよ子 代表取締役社長 石坂　淳子

株式会社ファビルス 代表取締役社長 野田　太

株式会社福岡魚市場 代表取締役社長 川端　淳

株式会社福岡銀行 取締役会長兼頭取 柴戸　隆成

福岡県運輸事業協同組合連合会 理事 眞鍋　博俊
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公益社団法人福岡県高齢者能力活用センター 理事長 小早川　明德

福岡国際空港株式会社 代表取締役社長執行役員 永竿　哲哉

福岡地所株式会社 取締役副会長 榎本　重孝

一般社団法人福岡市タクシー協会 会長 安川　哲史

福岡信用金庫 理事長 安部　文仁

福岡繊維卸協同組合 理事 金古　嘉喜

福岡大同青果株式会社 代表取締役副社長 城戸　利一

株式会社福岡中央銀行 取締役頭取 古村　至朗

福岡トヨタ自動車株式会社 代表取締役社長 金子　直幹

株式会社福岡ニット 代表取締役社長 小林　敏郎

株式会社福住 代表取締役社長 河野　孝雄

福高観光開発株式会社 代表取締役社長 髙倉　力矢

株式会社ふくや 代表取締役会長 川原　正孝

株式会社ベスト電器 代表取締役社長 小野　浩司

株式会社ホテルオークラ福岡 代表取締役社長 髙栁　健二

株式会社ホテル日航福岡 代表取締役会長 太田　輝幸

増田石油株式会社 代表取締役社長 増田　成泰

松田都市開発株式会社 相談役 坂野　義政

株式会社松本組 代表取締役社長 松本　優三

松山建設株式会社 代表取締役 松山　孝義

株式会社マルショウ 代表取締役会長 正木　計太郎

株式会社三好不動産 代表取締役 三好　修

宗像陸運株式会社 代表取締役 古賀　佳代子

株式会社矢野特殊自動車 代表取締役社長 矢野　彰一

株式会社山口油屋福太郎 常務取締役 樋口　元信

吉次商事株式会社 代表取締役社長 吉次　正利

リックス株式会社 代表取締役社長 安井　卓

ロイヤルホールディングス株式会社 代表取締役社長（兼）CEO 黒須　康宏

渡辺鉄工株式会社 代表取締役社長 渡邉　剛
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