
資 料 No ５

栃木県産業再生委員会委員名簿

№ 団 体 等 名 団 体 等 役 職 氏 名 カ ナ 選 任 分 野 備 考

1 (社)栃木県商工会議所連合会 政策委員会副委員長 荒井 祥 ｱﾗｲ ｼｮｳ 県内経済団体
2 弁護士 新江進法律事務所 新江 進 ｱﾗｴ ｽｽﾑ 学識経験者
3 商工組合中央金庫宇都宮支店 支店長 伊藤 公一 ｲﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 政府系金融機関
4 （株）大和総研 資本市場調査部上席研究員 宇野 健司 ｳﾉ ｹﾝｼﾞ 学識経験者
5 日本政策投資銀行 地方開発部長 大串 行雄 ｵｵｸﾞｼ ﾕｷｵ 政府系金融機関
6 栃木県信用組合協会 真岡信用組合常務理事 小川 朗夫 ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ 県内金融機関
7 公認会計士 金井会計事務所 金井 弘行 ｶﾅｲ ﾋﾛﾕｷ 学識経験者
8 (社)栃木県経済同友会 副代表幹事 亀田 清 ｶﾒﾀﾞ ｷﾖｼ 県内経済団体 ○副委員長 ☆県内産業・地域活性化部会長
9 (社)栃木県銀行協会 栃木銀行代表取締役副頭取 菊池 康雄 ｷｸﾁ ﾔｽｵ 県内金融機関
10 コンプライアンス・ダイヤル(株) 代表取締役 久保 哲男 ｸﾎﾞ ﾃﾂｵ 学識経験者
11 栃木県中小企業再生支援協議会 小関 秀明 ｺｾｷ ﾋﾃﾞｱｷ 政府系機関宇都宮商工会議所経営支援部長
12 栃木県議会 栃木県議会議員 小高 猛男 ｺﾀﾞｶ ﾀｹｵ 学識経験者
13 栃木県議会 栃木県議会議員 佐藤 信 ｻﾄｳ ｼﾝ 学識経験者
14 那須大学 学長 須賀 英之 ｽｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 学識経験者 ☆地域金融再生部会長
15 栃木県中小企業団体中央会 副会長 鈴木 貞夫 ｽｽﾞｷ ｻﾀﾞｵ 県内経済団体
16 (株)野村総合研究所 社会産業ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長 高田 伸朗 ﾀｶﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 学識経験者
17 (株)整理回収機構 業務企画部部長 高橋 信裕 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 政府系機関
18 栃木県信用金庫協会 烏山信用金庫専務理事 谷口 征一 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ 県内金融機関
19 (財)政策科学研究所 研究部部長 千葉 勝 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾙ 学識経験者
20 栃木県議会 栃木県議会議員 中川 幹雄 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｷｵ 学識経験者
21 栃木県商工会連合会 副会長 中村彰太郎 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 県内経済団体
22 国民生活金融公庫宇都宮支店 支店長 野口 哲夫 ﾉｸﾞﾁ ﾃﾂｵ 政府系金融機関
23 栃木県議会 栃木県議会議員 野田 尚吾 ﾉﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 学識経験者
24 アビームコンサルティング（株） 顧問 畑山 卓美 ﾊﾀﾔﾏ ﾀｶﾖｼ 学識経験者
25 中小企業金融公庫宇都宮支店 支店長 久恒 裕彦 ﾋｻﾂﾈ ﾔｽﾋｺ 政府系金融機関
26 宇都宮大学 工学部教授 藤本 信義 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉﾌﾞﾖｼ 学識経験者 ◎委員長
27 (社)栃木県観光協会 副会長 船曳冨士男 ﾌﾅﾋﾞｷ ﾌｼﾞｵ 県内経済団体
28 栃木県建設産業団体連合会 副会長 前田 光弘 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 県内経済団体
29 栃木県市長会 日光市長 眞杉 瑞夫 ﾏｽｷﾞ ﾐﾂｵ 関係行政機関
30 栃木県信用保証協会 常勤理事 増山 洋一 ﾏｽﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 県内金融機関
31 税理士 峰岸会計事務所 峰岸 一朗 ﾐﾈｷﾞｼ ｲﾁﾛｳ 学識経験者
32 栃木県議会 栃木県議会議員 三森 文徳 ﾐﾓﾘ ﾌﾐﾉﾘ 学識経験者
33 栃木県町村会 藤原町長 八木澤昭雄 ﾔｷﾞｻﾜ ｱｷｵ 関係行政機関

○オブザーバー
1 関東財務局宇都宮財務事務所 所長 胡桃沢範行 ｸﾙﾐｻﾜ ﾉﾘﾕｷ
2 関東経済産業局産業部 部長 高橋伸一郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ

※五十音順、敬称略


