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《 次 第 》 

 

１． 開 会 の こ と ば 

２． 会 長 挨 拶 

３． 議 長 選 任 

４． 議 事 

 

第１号議案 平成２６年度事業報告 

第２号議案 平成２６年度決算報告 

      平成２６年度会計監査報告 

第３号議案 平成２７年度事業計画（案） 

第４号議案 平成２７年度収支予算（案） 

第５号議案 役員改選 

第６号議案 その他 

 

       ５．閉 会 の こ と ば 



第１号議案 

平成２６年度事業報告 

 

平成 26年度は、福島の工場で加工した「馬刺し」、静岡の花火大会での「冷やしキュウリ」を原

因とする腸管出血性大腸菌の大規模食中毒事件の発生など、社会的に影響の大きい事件・事故が発

生した年でした。また異物混入事件なども大きく報道され、消費者の関心が高まりました。 

このように社会的に影響の大きい事故がいくつか発生した年でしたが、食の安全と安心を確保す

るため事業に取組みました。 

 

１．食品衛生事業 

（１）食品衛生指導員研修会 平成２６年７月１７日 於 ㈱崎陽軒 8 階会議室 

平成２６年度巡回指導に基づき、指導員 ２５名の参加を得て開催しました。 

ア 平成２６年度巡回指導重点項目等について     

    イ「食中毒予防キャンペーン」事業実施について 

    ウ  最近の食中毒近況について  

    エ  その他 

 

（２）「食中毒予防啓発キャンペーン」事業実行委員会  

平成２６年６月２３日 於西区役所 ３階 会議室 

    当事業を実施するにあたり実行委員会を設置して検討しました。 

 

（３）「食中毒予防啓発キャンペーン」事業  

    於 平成２６年 8 月７日  横浜新都市プラザ 

  毎年８月を食中毒予防月間と定め西福祉保健センターと共催で広く市民対象に 

「食中毒０」を目指すキャンペーンを実施しております。 

平成２６年度は西福祉保健センター、協会関係者、指導員が一体となって 

そごう前広場にて『食中毒予防デザイン画展 表彰式』『横浜市消防音楽隊の演奏』 

『区内小学校への食中毒予防デザイン画入りファイル贈呈式』『食品衛生アンケー 

ト・クイズ』を行い参加者には食品衛生用品を来場者には食中毒予防啓発用の「う 

ちわ」（先着５００名）を配布しました。 

（アンケート・クイズ参加者４００名、来場者７００名） 

キャンペーン終了後には崎陽軒ジャストビル会議室において報告会を行いました。 

 参加者（西福祉保健センター、協会関係者、指導員４０名） 

 

（４）食品衛生指導員中央研修会 平成２６年１１月１２日 於 関内ホール 

横浜市健康福祉局食品衛生担当官による講演等が行われ、西区からは３４名が参加しました。 

 

（５）食品衛生指導員による巡回指導の実施 5 月から 11 月 

国庫補助金による巡回指導、県及び市委託金による巡回指導(手指、調理器具等の 細菌検

査)等を実施し、その結果を本部に報告しました。 

 活動指導員       延１３３名 



 巡回指導施設数     ７１９施設 

      内訳      ２２９施設 (国庫補助金による) 

              ２６５施設 (神奈川県委託金による) 

             ２２５施設 (横浜市委託金による) 

（６）食品衛生指導員によるノロウィルス食中毒対策周知・啓発事業の実施 

横浜市食品衛生法に基づく講習衛生上講ずべき措置の基準に関する条例による 

ノロウィルス食中毒対策を周知・啓発するため巡回指導（横浜市からの委託）を実施し本部

に結果を報告いたしました。 延べ ３５２施設（指導員数８名） 

 

２．食品衛生責任者指定講習会の開催 於西区公会堂 

  当協会加入の業種別組合等の申請に基づき、西福祉保健センター長の指定を受けて 

 開催しました。なお、会員、非会員を対象とした食品衛生責任者講習会は年度末の 

2 月２５日、３月１２日、3 月２４日の 3 回開催し、延９５１名が受講しました。 

 

３．テーブルマナー教室への共催と参加 

  平成２６年８月２１日 西区食育推進会のメンバーと共催で横浜ロイヤルパークホテルにて

テーブルマナー教室を開催いたしました。 

  当協会からは７名が参加いたしました。 

 

４．第 3８回西区民まつり「けんこう広場」への参加 

  平成２６年１１月２日  於戸部公園  

食中毒予防デザイン画入りクリアファイルを配布、食品衛生クイズ、手洗い チェッカーによ

る手洗いチェックを実施し参加者には衛生用品を差し上げました。   

   （来場者 ５５０名） 

 

５． （一社）横浜市食品衛生協会主催のノロウィルス食中毒予防キャンペーンへの参加  

    平成２６年１０月２８日 於横浜新都市プラザ 

     

６．本部関係表彰事業 

  （１）平成２６年１０月２４日 明治座において厚生労働大臣表彰、日本食品衛生協会長表彰

が実施され西区から 日本食品衛生協会長表彰 『食品衛生優良施設』１施設が表彰されま

した。 

 

（２）平成 2７年 1 月２３日 横浜開港記念会館において「食品衛生表彰のつどい」が横浜市

と市食品衛生協会の共催で行われも西区からは 

【市長表彰の部】『食品衛生功労者』 １名 『食品衛生優良従業員』 １名 

『最優秀施設』 １施設     

【協会長表彰の部】 『食品衛生功労者』 １名 『食品衛生優良施設』 １施設 

『食品衛生優良指導員』１名『食品衛生優良従業員』  

   が表彰されました。 

 

 



（３）平成２７年２月４日 神奈川県優良従業員表彰が神奈川県総合医療会館にて 行われ

西区からは『優良従業員』 １名 『優良技能者』 １名    

（受賞者は事業報告最終ページ 参照）  

７．西区食品衛生優良従業員表彰式 

  平成２７年１月２８日  ㈱崎陽軒 本店にて 西福祉保健センター協力のもとに開催しまし

た。3０名の方（勤続 3 年表彰３名 勤続 5 年表彰７名 勤続 7 年表彰５名 勤続 10 年表彰１

５名）が受賞し表彰状と記念品を贈呈し希望者を賀詞交歓会へ招待致しました。 

（受賞者は、事業報告最終ページ 参照） 

 

８．新年賀詞交歓会 平成２７年１月２８日 

崎陽軒 本店 において来賓 会員 役員等多数の参加により盛大に行われました。  出席

者８２名 

 

９．会 議  

（１） 総会       平成２６年 ５月２１日 横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 

 

（２） 理事会       平成２６年 ４月１５日 ㈱崎陽軒ジャストビル８階会議室  

 平成２６年 ７月１１日 西区役所 ３階会議室 

  平成２６年１０月 ３日  西区役所 ３階研究室 

 平成２７年 ３月１８日  ㈱崎陽軒ジャストビル８階会議室  

  

（３） 三役会     平成２６年 ４月 ９日 崎陽軒ジャストビル 喫茶室 

 平成２６年 ７月 ４日 ㈱崎陽軒ジャストビル８階会議室 

  平成２６年１０月 ２日  西区役所 ３階会議室 

 平成２６年１２月１７日 ㈱崎陽軒ジャストビル８階会議室 

 平成２７年 ２月１６日  西区役所 ３階会議室 

 

（４） 指導員実行委員会 平成２６年 ６月２３日   西区役所 ３階 会議室 

平成２６年 ７月１７日   ㈱崎陽軒ジャストビル８階会議室 

平成２６年１０月 ２日   西区役所 ３階 会議室 

 

 

（５） 本部会議及び外部団体会議 

 長谷川会長出席  

平成２６年４月 5 日 西区さくらフエスタ 

４月２１日  西区ふるさと推進会議 

４月２３日  西区民まつり実行委員会 

               ５月２７日  西区食育推進会 

                             ６月 ３日  市食協会長会 

                  ６日  西区食育推進会議 

                 １２日  市食協会長会 

                 ２６日  市食協総会 



７月 １日  市食協会長会 

                   ２４日  県食協総会 

                 ２４日  横浜駅東口振興協議会懇親会  

８月２０日  市食協会長会 

                9 月  ３日  市食育フォーラム 

                 ２４日  市食協各区会長会 

10 月２８日  市食協ノロウイルス予防キャンペーン 

                   ３０日  西区食育推進会議 

      １２日  市食品衛生指導員大会 

                    ２１日  横浜駅西口振興協議会施設見学会 

12 月  ４日  西区にこまち会議  

12 月１２日  市食協会長会議 

２７年 １ 月 ６日  西区新年賀詞交換会 

                     ９日  横浜駅西口振興協議会賀詞交歓会  

                                 1５日  市食協賀詞交歓会 

                                 ”   横浜駅東口振興協議会賀詞交歓会 

                                ２３日  市食協市長表彰式 

                                    戸部警察署武道始め賀詞交歓会 

               ２月 ４日  磯子区食協新年賀詞交歓会 

                  13 日  市食協会長会議 

                  24 日   西区食育推進会議 

                              ３月 4 日   西区７０周年記念実行委員会 

                  19 日  市食協理事会  

                  25 日  第７回市食育フォーラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  平成２６年度  本部事業 

月 日 事    業 場  所 

５． ９ 

５．１２ 

６． ３ 

   ９ 

  １０ 

  １２ 

  ２６ 

  ２６ 

  ２７ 

７． １ 

   ９ 

２４ 

８．２０ 

９．２４ 

２４  

２９ 

３０ 

10. ２３ 

  ２４  

  ２８ 

11. １２ 

  １３ 

１．１５ 

  ２３ 

２． ３ 

  １４ 

  １９ 

３． ６ 

  １９ 

  ２０ 

各区事務担当者会議 

食中毒予防キャンペーン実行委員会 

厚生労働大臣表彰審査会 

会計監査 

神奈川県内食品衛生連絡協議会事務局会議 

第一回理事会 

通常総会 

法人移行祝賀会 

(公社）日本食品衛生協会通常総会 

(社）日本食品衛生協会表彰審査会 

日本食品衛生協会関東甲信越ブロック大会  

県内食品衛生協会連絡協議会通常総会 

第一回各区会長会議 

横浜市長・横浜市食品衛生協会長表彰審査会 

各区事務担当者ノロウィルス巡回指導説明会 

 全国指導員研修会 

     〃 

(公社)日本食品衛生協会全国食品衛生指導員大会 

厚生大臣表彰式・日食会長・理事長表彰式 

ノロウィルス食中毒予防キャンペーン 

食品衛生指導員中央研修会 

正副会長会議 

新春賀詞交換会 

食品衛生表彰のつどい 

神奈川県優良衛生技能者・優良従業員表彰式 

第２回各区会長会議 

関東甲信越ブロック専務理事事務局長会議 

県内食品衛生協会事務局会議〟    

第２回 理事会（予算） 

（公社）日本食品衛生協会支部長会議 

食品衛生国保センター 

食品衛生国保センター 

日食協食品衛生センター 

食品衛生国保センター 

(一社)川崎市食品衛生協会 

食品衛生国保センター 

ローズホテル横浜 

ローズホテル横浜 

日食協食品衛生センター 

食品衛生国保センター 

川崎日航ホテル 

川崎さいかや煌蘭 

食品衛生国保センター 

食品衛生国保センター 

食品衛生国保センター 

東京大橋会館 

  〃 

ヤクルトホール 

明治座 

新都市プラザ（横浜駅東口） 

関内ホール（小ホール） 

食品衛生国保センター 

横浜ロイヤルパークホテル 

開港記念会館 

神奈川県総合医療会館 

食品衛生国保センター 

川崎百合ヶ丘ホテルモリノ 

川崎市食品衛生協会 

食品衛生国保センター 

日食協食品衛生センター 

通 年 

 

食品衛生責任者養成講習会 年間２２回 

受講希望者への案内等で協力しました。 

食品衛生国保センター 

 

 



第2号議案

　　自　　平成2６年4月 1日
　　至　　平成2７年3月31日

歳　入 6,079,449円
歳　出 4,895,590円
繰越金 1,183,859円

歳入の部 (単位：円）

科　目 2６年度予算額 2６年度決算額 比較増減 備考

繰越金 1,475,492 1,475,492 0

会　費 2,745,000 2,533,000 △ 212,000

普通会員費 1,455,000 1,353,000 △ 102,000 ４５１件

賛助会員費 780,000 670,000 △ 110,000 ３９件

特別会員費 510,000 510,000 0 ６件

事業収入 1,800,500 2,070,957 270,457

事業収入 1,300,000 1,440,760 140,760
年度末食品衛生責任
者講習会費、表示板
等販売　、共済手数
料

銀行利息 500 160 △ 340

本部交付金 500,000 600,037 100,037

雑収入 0 0 0

補助金 0 30,000 30,000 区民まつり

合計 6,020,992 6,079,449 58,457

平成2６年度収決算書

 

 



歳出の部（第２号議案） （単位：円）

２６年度予算額 ２６年度決算額 比較増減 備考

5,138,000 4,330,728 △ 807,272

●需　用　費 262,000 112,312 △ 149,688
需要諸費 2,000 1,296 △ 704

通　信　費 80,000 84,406 4,406
印　刷　費 30,000 12,480 △ 17,520

事務消耗品費 150,000 14,130 △ 135,870
●会　議　費 350,000 477,885 127,885

役員会費 100,000 99,402 △ 598
総　会　費 250,000 378,483 128,483

●職員雇用費 1,210,000 1,092,396 △ 117,604
職　員　費 950,000 879,120 △ 70,880
交　通　費 10,000 2,520 △ 7,480
手　　当 250,000 210,756 △ 39,244

●事　業　費 2,490,000 1,830,117 △ 659,883
普及活動費 1,350,000 903,670 △ 446,330
講習会費 400,000 341,039 △ 58,961

研修見学会費 0 0 0
物品斡旋事業 30,000 16,080 △ 13,920

表彰式費 500,000 408,698 △ 91,302
指導員活動費 200,000 152,630 △ 47,370
調査研究費 10,000 8,000 △ 2,000

●事務所維持費 826,000 818,018 △ 7,982
家　　　賃 744,000 744,000 0
水道光熱費 70,000 62,866 △ 7,134
その他経費 12,000 11,152 △ 848

270,000 286,188 16,188
150,000 78,674 △ 71,326

70周年事業積立金 200,000 200,000 0
262,992 0 △ 262,992

6,020,992 4,895,590 △ 1,125,402

0 1,183,859 1,183,859

6,020,992 6,079,449 58,457

繰　越　金

合　　　計

科　目

運　営　費

本部納付金
慶　弔　費

予　備　費

小　　　計

 

 

 

 



 

 

 



第３号議案 

平成２7 年度事業計画 (案)  

 

平成 26年は、市内で 51 件の食中毒が発生し、平成 25年の 19件と比較し多くの事件が発生し

た年でした。特にカンピロバクターを原因とする食中毒が増加しており、食肉の中心部までの十

分な加熱や手指、器具等からの汚染防止対策を今年度も気を引き締めて継続する必要があります。

また、平成２７年４月から食品表示法が施行され、複数の法令で規定されていた食品表示に関す

る基準が一本化されました。このように食を取り巻く環境は日々変化しており、消費者の皆様の

食に対する安全性の要求はますます高くなっています。西区食品衛生協会は、一丸となって安全

安心な食品の提供に努めていきたいと思っております。 

  また、協会の活動の充実、協会員の勧誘など組織強化も図っていきます。   

 

１．食品衛生責任者講習会 

    業種別等の講習会を開催するとともに、未受講者を対象とした年度末講習会を開催します。

（２月、３月に３回開催予定） 

 

２．食品衛生指導員事業 

（１） 施設巡回指導 （期間：５月から１０月） 

県、市の委託事業 

（２） 研修会の開催 （期間：５月から１０月） 

・ 食品衛生指導員地区別研修 

・ 食品衛生指導員自主管理強化研修（本部開催） 

 

３．食品衛生普及啓発事業 

（１）「食中毒予防キャンペーン」事業 (8 月６日) 

     食の安全に関するリスクコミュニケーションを推進強化する立場で 

西福祉保健センターと共催して実施します。 

（２）ホームページの充実   

     ホームページを整備し西福祉保健センター、（一社）横浜市食品衛生協会とのリン

ク等充実を図っていきます。 

（３）区民まつりへの参加（１１月１日） 

      区民まつりにおいて食品衛生の普及啓発事業を実施します。 

（４）西区食育推進会議への参加 

   西区食育推進会議及び食育に関する諸事業に参加し協力するとともに参加団体と

の関係を深めていきます。 

 

４．施設見学研修会 

施設見学研修会を実施し会員の食品に関する知識の向上と今後の食品衛生の更なる進展

を図ります。 

５．食品衛生表彰事業 

  ・本部関係 （１月） 



功労者・優良施設・優良従業員・指導員の表彰を行います。 

  ６．研修事業 

    食に対する理解を深めるための研修会を行います。 

 

７．親睦事業 

賀詞交換会・総会後等の懇親会を開催します。 

各区食協会長、各関係団体の方にも案内しご出席いただき親睦を深めます。 

 

８．物品斡旋事業 

表示板（食品衛生責任者記載版）、ケース、検便キット等を販売します。 

 

９．会議の開催 

会の運営として総会、理事会、三役会、役員会 実行委員会を開催します。 

（西福祉保健センターより最新情報を理事会にて発信していただくなど 

会議の充実をはかります。） 

 

10．関係団体の諸事業に協力 

市、本部協会が実施する諸事業に協力し区内の関係団体等とも連携をとって   いきま

す。 

（１）ノロウィルス食中毒予防キャンペーン（１１月２日） 

（２）その他 

 

11. 会員の増強 

  会員を増強し組織強化をはかります。 

 

12. その他 

    各種団体に沿った講習会をコンサルタントすることによる組織強化など、 

必要な事業を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第4号議案

歳入の部 （単位：円）

科　目 2７年度予算額 2６年度決算額 比較増減 備考

繰越金 1,183,859 1,475,492 △ 291,633

会　費 2,460,000 2,533,000 △ 73,000

普通会員費 1,300,000 1,353,000 △ 53,000

賛助会員費 650,000 670,000 △ 20,000

特別会員費 510,000 510,000 0

事業収入 1,850,000 2,070,957 △ 220,957

事業収入 1,300,000 1,440,760 △ 140,760
年度末食品衛生責任者
講習会費、表示板等販
売　、共済手数料

銀行利子 0 160 △ 160

本部交付金 550,000 600,037 △ 50,037

雑収入 0 0

補助金 0 30,000 △ 30,000

合計 5,493,859 6,079,449 △ 585,590

平成27年度収支予算(案）

自　平成27年4月 1日
　至　平成28年3月31日

歳入　5,493,859円
歳出　5,493,859円

 

 

 

 

 

 

 

 



歳出の部（第４号議案） （単位：円）

27年度予算額 26年度決算額 比較増減 備考

4,755,000 4,330,728 424,272

●需　用　費 162,000 112,312 49,688
需要諸費 2,000 1,296 704

通　信　費 90,000 84,406 5,594
印　刷　費 20,000 12,480 7,520

事務消耗品費 50,000 14,130 35,870
●会　議　費 500,000 477,885 22,115

役員会費 100,000 99,402 598
総　会　費 400,000 378,483 21,517

●職員雇用費 1,125,000 1,092,396 32,604
職　員　費 900,000 879,120 20,880
交　通　費 5,000 2,520 2,480
手　　当 220,000 210,756 9,244

●事　業　費 2,080,000 1,830,117 249,883
普及活動費 900,000 903,670 △ 3,670
講習会費 400,000 341,039 58,961

研修見学会費 500,000 0 500,000
物品斡旋事業 20,000 16,080 3,920

表彰式費 0 408,698 △ 408,698
指導員活動費 250,000 152,630 97,370
調査研究費 10,000 8,000 2,000

●事務所維持費 888,000 818,018 69,982
家　　　賃 806,000 744,000 62,000
水道光熱費 70,000 62,866 7,134
その他経費 12,000 11,152 848

290,000 286,188 3,812
120,000 78,674 41,326

70周年事業積立金 200,000 200,000 0
128,859 0 128,859

5,493,859 4,895,590 598,269
0 1,183,859 △ 1,183,859

5,493,859 6,079,449 △ 585,590
繰　越　金
合　　　計

科　目

運　営　費

本部納付金
慶　弔　費

予　備　費
小　　　計

 

 

 

 

 

 



第５号議案 

 

役員改選について 

 

 

 

 

 

 

 

第６号議案 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２６年度本部関係表彰事業及び西区表彰受賞者

『（公社）日本食品衛生協会長表彰』

【食品衛生優良施設】
天一　そごう横浜店

『表彰のつどい』
【横浜市長表彰・食品衛生功労者】 【横浜市長表彰・食品衛生最優秀施設】

寺内　直美 ㈱寺内興商   崎陽軒中華食堂
【横浜市長表彰・食品衛生優良従業員】

岩森　和男 （有）栄寿司
【横浜市食品衛生協会長表彰・食品衛生功労者】 【横浜市食品衛生協会長表彰・食品衛生優良施設】

加藤　和美 ㈱水信ブルックス  吉祥　横浜店　（ランドマークプラザ５階）
【横浜市食品衛生協会長表彰　食品衛生優良指導員】  フォション（高島屋横浜店）

奥山　鉄美 そば処　葵
【横浜市食品衛生協会長表彰　食品衛生優良従業員】 【横浜市食品衛生協会長感謝状・退任指導員】

三浦　健二 横浜ロイヤルパークホテル  石神　慶久 ㈱髙島屋　横浜店
大胡　智恵 ㈱髙島屋　横浜店　清月堂
井上　雅弘 （株）エイ・ヴイ

『西区食品衛生協会　優良従業員表彰』
【勤続３年表彰　　　３名】

小川　義彦 ㈱髙島屋　横浜店　　ホテルニューグランド　ル　グラン
中島　智美 ㈱髙島屋　横浜店　　ヨックモック
佐藤　英樹 味の牛たん　喜助

【勤続５年表彰　　　７名】
佐藤　千裕 ㈱髙島屋　横浜店　　永坂更科　布屋太兵衛
中沢　友美 ㈱髙島屋　横浜店　　モロゾフ
加藤　実穂 （有）井上富蔵商店
福島　真佐江 ㈱瀬尾商店
大西　貴博 ㈱今井商店
茂木　重樹 横浜駅西口振興協議会
吉岡　真帆 横浜駅西口振興協議会

【勤続７年表彰　　　５名】
土肥　泰助 ㈱髙島屋　横浜店　　ウエスト
疋田　修二 びっくり寿司
國部　孝行 吉祥
飯山　裕美 銀座立田野
川田　英樹 まん天餃子

【勤続10年表彰　　　1５名】
成瀬　知之 ㈱崎陽軒　弁当調理部
平山　芳雄 （有）総合食品　小倉青果店
村田　孝之 ㈱横浜ロイヤルパークホテル
三宅　敏成 ヨコハマ　グランドインターコンチネンタルホテル　イタリヤ料理　ラヴェラ

長瀬　香菜 ㈱髙島屋　横浜店　　メリーチョコレート
山田　玲子 （有）そば処　葵
中野　真太郎 ㈱崎陽軒　弁当調理部
小久保　仁寿 （有）砂場
内藤　亜津雄 ハニーミルク㈱
長谷川　次代 長谷川商事㈱
松本　孝之 ㈱今井商店
白石　充良 横浜新都市センター㈱
小野寺喜代志 ㈱崎陽軒　
平田　健二 ㈱崎陽軒
髙橋　保 サモアール

『神奈川県表彰』
【優良衛生技能者】 【優良従業員】

山本　泰正 だるま寿司   池田　浩之    中国屋台　大龍

 



会　長 長谷川　正　　  長谷川商事㈱
副会長 松岡　昭男　　  横浜西区飲食業組合

倉知　恒久　　　 ㈱クラチ
高橋　肇　　　  横浜駅東口振興協議会

（新） 中川　宏一 横浜駅西口振興協議会
（新） 岸本　吉史 三菱地所プロパティマネジメント㈱

会計兼専務理事 井上　恒次　　  (有)井上富蔵商店　
専務理事　　　　　　 君塚　義郎 ㈱崎陽軒
監　　事　 光賀　博　　　  横浜市綜合パン協同組合　西支部

斉藤　攻　　　  横浜西区飲食業組合
常務理事　　　　　 松崎 チヨ子　   千代松
　 飯田　忠敏　　　 横浜西区飲食業組合

井上　武男　　　 横浜市食肉商業協同組合　西支部
田中　敏治　　　 神奈川県菓子工業協同組合　西支部
奥山　鉄美 横浜蕎麦商業協同組合

　　　　　　　　　　　　（新） 澤村　正史 ㈱髙島屋　横浜店
杉井　研一　　　 横浜豆腐工業協同組合　西支部
茂木　重樹 横浜駅西口振興協議会
韓　炳悦　　　  横浜市旅館組合連合会
寺内　直美　　  (株)寺内興商

　 杉原　栄一　　  オリエンタル物産㈱
山室　純一　　  横浜西区飲食業組合
松村　知治  スカイビル商店会

　　　　　　　　（新）伊井　洋二 ㈱水信ブルックス
横尾　直樹　　 ㈱横尾商事
高橋　明　　　 横浜ロイヤルパークホテル
曽我部　俊典　　　　　　　横浜ベイホテル東急
齊藤　均 三菱地所プロパティマネジメント㈱
橋本　勝久 横浜青果商業協同組合　西支部
七尾　弥三郎 横浜駅西口５番街商店会
墓前　豊 横浜西区飲食業組合

　　　　　　　　　　　　（新） 植田　雅夫 ㈱そごう・西武　そごう横浜店
　　　　　　　　　　　　（新） 猿山　幹郎　  横浜ポルタ会
・理　事 関谷　俊雄 西区寿司商業組合

山本　栄市   ㈱相鉄ビルマネジメント　
赤見　雅宣 横浜ベイシェラトンホテル　＆　タワーズ
福島　真佐江 ㈱瀬尾商店
宮上　圭介 横浜西区飲食業組合

　　　　　　　　　　　　(新） 塩生　裕也 横浜市西区飲食業組合
　　　　　　　　　　　　（新） 齊藤　悦男 ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル
・顧　問 佐藤　眞理代 横浜市西福祉保健センター長

新井 敏二郎    　 社）横浜市食品衛生協会長
 菅　義偉　　　　 衆議院議員
加藤　元弥　 　　 神奈川県議会議員

　 清水　富雄       横浜市会議員
上野　盛郎 横浜市会議員

・相談役 鳥居　眞 横浜駅西口振興協議会
　 野並　直文 ㈱崎陽軒
 小谷　昌　　　　 横浜駅東口振興協議会
　 橋爪　尚武　　　　 横浜新都市センター㈱
　 川田　健三　　　　 ㈱崎陽軒

平成２７年度　西区食品衛生協会　役員　（案）

 


