
 

公益社団法人日本ペストコントロール協会 

連携会員名簿（４７都道府県協会）  
 

令和４年５月２５日現在  

 

一般社団法人 北海道ペストコントロール協会 

青森県ペストコントロール協会 

一般社団法人 岩手県ペストコントロール協会 

一般社団法人 宮城県ペストコントロール協会 

秋田県ペストコントロール協会 

山形県ペストコントロール協会 

一般社団法人 福島県ペストコントロール協会 

一般社団法人 茨城県ペストコントロール協会 

栃木県ペストコントロール協会 

群馬県ペストコントロール協会 

一般社団法人 埼玉県ペストコントロール協会 

一般社団法人 千葉県ペストコントロール協会 

公益社団法人 東京都ペストコントロール協会 

公益社団法人 神奈川県ペストコントロール協会 

一般社団法人 山梨県ペストコントロール協会 

長野県ペストコントロール協会 

一般社団法人 新潟県ペストコントロール協会 

一般社団法人 富山県ペストコントロール協会 

一般社団法人 石川県ペストコントロール協会 

福井県ペストコントロール協会 

一般社団法人 岐阜県ペストコントロール協会 



静岡県ペストコントロール協会 

公益社団法人 愛知県ペストコントロール協会 

三重県ペストコントロール協会 

滋賀県ペストコントロール協会 

京都府ペストコントロール協会 

一般社団法人 大阪府ペストコントロール協会 

一般社団法人 兵庫県ペストコントロール協会 

一般社団法人 奈良県ペストコントロール協会 

和歌山県ペストコントロール協会 

鳥取県ペストコントロール協会 

島根県ペストコントロール協会 

一般社団法人 岡山県ペストコントロール協会 

一般社団法人 広島県ペストコントロール協会 

山口県ペストコントロール協会 

一般社団法人 徳島県ペストコントロール協会 

一般社団法人 香川県ペストコントロール協会 

愛媛県ペストコントロール協会 

一般社団法人 高知県ペストコントロール協会 

一般社団法人 福岡県ペストコントロール協会 

佐賀県ペストコントロール協会 

一般社団法人 長崎県ペストコントロール協会 

一般社団法人 熊本県ペストコントロール協会 

大分県ペストコントロール協会 

一般社団法人 宮崎県ペストコントロール協会 

一般社団法人 鹿児島県ペストコントロール協会 

沖縄県ペストコントロール協会 

以上  



2022/5/25現在

1 山本　秀雄 日本衛生（株） 取締役部長
2 渡辺　一雄 北海道防疫燻蒸（株） 代表取締役社長　
3 星川　和久 （株）にっかん 代表取締役

1 佐々木　千洋 北日本消毒（有）　 代表取締役

1 朝倉　哲哉 三和薬肥（株） 代表取締役

1 佐藤　昌司 三和商事（株）　 代表取締役
2 菊地　正浩 （株）ケーエス 代表取締役
3 黒田　正人 （株）ハウスガード 取締役顧問

1 小松　和志 東北環境消毒（有） 代表取締役

1 服部　正規 （有）服部商会　 代表取締役

1 吾妻　学 キョウワプロテック（株）　 代表取締役
2 野崎　裕康 常光サービス（株）　 代表取締役

1 岡村　太郎 ウメザワ産業（株）　 取締役社長
2 石堂　文男 ＴＣ関東　 代表
3 飯嶋　明友 茨城消毒 代表

1 高崎　博司 サニター興業（株） 代表取締役
2 斎藤　英樹 邦和理工（株） 取締役副会長

1 布施　正典 関東薬品消毒（株）　太田営業所 代表取締役
2 戸坂　道行 （株）クリンシア 代表取締役

1 渡邉　輝夫 （株）富士環境 代表取締役
2 石井　真 （株）イチカワ 代表取締役
3 片野　春夫 関東住宅サービス（株）　 代表取締役
4 坂本　泰 （有）サンキ住宅サービス 代表取締役

1 座間　千秋 三共防除（株） 代表取締役
2 君塚　幸申 （株）アサヒサニター 代表取締役
3 石原　新市 イカリ消毒（株）　千葉営業所 所長
4 酒井　教太 （有）三共プロテクト 代表取締役

1 元木　貢 アペックス産業（株） 代表取締役
2 渡邉　徹 （株）中央社 代表取締役
3 紅谷　一郎 （株）東京三洋　 代表取締役
4 金子　秀五郎 （株）台一環境 代表取締役
5 清水　一郎 （株）ヨシダ消毒 代表取締役
6 蒲田　春樹 （株）シマダ　 代表取締役社長
7 山田　政宗 （株）日本環境衛生 代表取締役
8 葛西　晋平 興陽商事（株）　 代表取締役
9 坂上　茂雄 東京太洋化工（株）　 代表取締役
10 藤田　洋三 三洋（株） 代表取締役
11 三宅　康文 （株）三幸 代表取締役
12 泉　敏夫 （株）三共消毒 代表取締役
13 足立　雅也 ８０８シティ（株） 代表取締役
14 冨岡　稔 銀座化成産業（株） 代表取締役

東京都協会 代議員定数14名

群馬県協会 代議員定数2名

埼玉県協会 代議員定数4名

千葉県協会 代議員定数4名

福島県協会 代議員定数2名

茨城県協会 代議員定数3名

栃木県協会 代議員定数2名

宮城県協会 代議員定数3名

秋田県協会 代議員定数1名

山形県協会 代議員定数1名

岩手県協会 代議員定数1名

令和４年度　代議員名簿一覧　

北海道協会 代議員定数3名

青森県協会 代議員定数1名
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令和４年度　代議員名簿一覧　

1 原島　利光 ブラザー興業（株）　 代表取締役社長
2 大友　忠男 （有）朝日消毒　 代表取締役社長
3 田中　孝明 （有）関東消毒　 代表取締役社長
4 中丸　裕嗣 （有）ナカマル商会　 代表取締役社長
5 重岡　雅也 （株）富士消毒　 代表取締役社長
6 中島　周治 （有）サガミ消毒化学 代表取締役社長
7 大曽根　一喜 （株）アルファー住宅 代表取締役社長
8 金子　智宏 （株）ＦＨＳ 代表取締役社長　

1 志村　幸一 （株）富士消毒化学研究所　 代表取締役社長　

1 宮澤　貴光 朝日サニター（株） 代表取締役
2 百瀬　利彦 ナルコ薬品（株） 代表取締役社長
3 杉浦　清三 （株）アイ・ティー・エス　マネジメント 代表取締役

1 玉井　茂 （株）トゥルーサービス 代表取締役社長
2 渡辺　孝 （株）アート 代表取締役社長

1 藤井　健太郎 丸三製薬バイオテック（株）　 代表取締役

1 酒井　壮司 北陸環境衛生（株） 代表取締役
2 森　一智 （有）森メンテナンス 代表取締役

1 八田　真毅 日本防疫（株）　 代表取締役社長　

1 後藤　貫八郎 ゴトウメインテナンス 代表
2 加藤　努 （株)中部サニター　 代表取締役社長　

1 鈴木　雅太郎 （株）マルマ 代表取締役
2 安藤　寿弥 （株）帝装化成 代表取締役社長
3 鈴木　太郎 富士防疫（株）　 代表取締役

1 白木谷　唯春 セントラルトリニティ（株）　 代表取締役社長
2 森山　正博 （有）森山環境科学研究所　 代表取締役社長
3 森　延博 モリ環境衛生センター（株）　 代表取締役社長
4 柴田　佑資 （株）アイシンテクノス 代表取締役社長
5 宮田　勉 （有）三共衛研　 代表取締役社長　
6 川合　智之 （株）テイソートヨカ 専務取締役
7 市岡　浩子 （有）三和化工石山 代表取締役社長

1 森　孝 中部環境サービス（株）　四日市営業所 代表取締役
2 坂元　幸治 （有）バスターズ 代表取締役

1 髙阪　清彦 （株）ミルコ 代表取締役

1 濱田　慶一 （有）ダイキョー管理　 代表取締役
2 川端　良一 （公社）京都保健衛生協会　 理事長

1 島津　陽 丸栄産業（株） 代表取締役社長
2 黒澤　尚子 イカリ消毒（株）　大阪オフィス 常務取締役
3 曽谷　久嗣 （株）防疫管理センター 代表取締役
4 石橋　慎示 （株）トーホーシステム 代表取締役社長
5 尾仲　清和 （株）新協サニコン 代表取締役社長
6 向井　秀彦 （有）大洋防疫研究所 代表取締役社長
7 松枝　考史 キンキ・リビング・サポーツ(株)　 代表取締役専務

滋賀県協会 代議員定数1名

京都府協会 代議員定数2名

大阪府協会 代議員定数7名

静岡県協会 代議員定数3名

愛知県協会 代議員定数7名

三重県協会 代議員定数2名

石川県協会 代議員定数2名

福井県協会 代議員定数1名

岐阜県協会 代議員定数2名

長野県協会 代議員定数3名

新潟県協会 代議員定数2名

富山県協会 代議員定数1名

神奈川県協会 代議員定数8名

山梨県協会 代議員定数1名
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令和４年度　代議員名簿一覧　

1 井上　貴嗣 （株）ポート衛研　 代表取締役
2 竹ノ下　均次 （株）ニックン 代表取締役
3 前田　優子 阪神衛材（株） 代表取締役
4 辻本　和哉 シーズンライフ（株） 代表取締役
5 黒田　桂介 環境管理（株）　 代表取締役

1 松井　正明 （株）東洋ハウスサービス　 代表取締役
2 西久保　明男 （有）アスカ 代表

1 安藝　和仁 （株）和歌山衛研 代表取締役

1 竹ノ内　賢一郎 サンクリーン（株） 代表取締役

1 諸治　俊明 （株）西日本ダイナミック・サニート　 取締役営業部長
2 秋山　誠 太平ビルサービス（株） 本部長

1 山口　一雄 東洋産業（株）　 代表取締役社長　
2 引田　真吾 倉敷衛材（株）　 代表取締役社長　
3 小川　亮人 アトラクティブ大永（株） 取締役部長

1 東　貴光 （有）東白蟻研究所 代表取締役
2 松前　嘉剛 （有）まつまえ　 代表取締役
3 堺　雅秋 内外消毒（株）　 代表取締役

1 江川　和宏 西部化成（株） 取締役

1 榊　宏治 （有）ウズシオ環境 代表取締役

1 大須賀　裕康 （株）econews 代表取締役

1 渡部　賢吾 四国消毒（株） 代表取締役

1 三宅　弘晃 （株）大進 代表取締役社長

1 高嶋　雄蔵 筑豊消毒（有） 代表取締役
2 田中　一生 アール・エム 代表
3 城戸　毅 西部化成（株）　福岡営業所 専務取締役
4 遠山　幹男 （有）マルエス防疫　 代表取締役
5 西口　聖人 九州消毒（株） 代表取締役

1 中島　千尋 （有）イーテック 常務取締役

1 濵崎　昌宏 （株）長崎消毒社　 代表取締役

1 東田　大介 （有）ビルメイト 代表取締役

1 菊屋　恵理子 （株）大分イカリテクノス　 代表取締役

1 髙野　誠司 （有）宮崎防虫消毒センター　 代表取締役

1 永田　公宏 （株）永田シロアリ研究所　 代表取締役
2 平田　雅士 （有）日東防疫 代表取締役

1 下地　常弘 沖縄サニタリー（株）　 代表取締役

鹿児島県協会 代議員定数2名

沖縄県協会 代議員定数1名

　　　代議員総定数118名

熊本県協会 代議員定数1名

大分県協会 代議員定数1名

宮崎県協会 代議員定数1名

福岡県協会 代議員定数5名

佐賀県協会 代議員定数1名

長崎県協会 代議員定数1名

香川県協会 代議員定数1名

愛媛県協会 代議員定数1名

高知県協会 代議員定数1名

広島県協会 代議員定数3名

山口県協会 代議員定数1名

徳島県協会 代議員定数1名

鳥取県協会 代議員定数1名

島根県協会 代議員定数2名

岡山県協会 代議員定数3名

兵庫県協会 代議員定数5名

奈良県協会 代議員定数2名

和歌山県協会 代議員定数1名
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