
               2023年1月12日現在
           （敬称略・氏名五十音順）

会　　長

真　弓　明　彦 北海道電力(株) 代表取締役会長

副 会 長　8名

大　西　雅　之 鶴雅ホールディングス(株) 代表取締役社長

小　砂　憲　一 (株)アミノアップ 代表取締役会長

笹　原　晶　博 (株)北海道銀行 代表取締役会長

関　　　博　之 岩田地崎建設(株) 代表取締役副社長

高　井　　　修 (株)伊藤組 代表取締役会長

長　野　　　実 (株)北洋銀行 取締役副頭取

北　條　康　夫 トヨタ自動車北海道(株) 取締役社長

𠮷　田　勝　彦 日糧製パン(株) 代表取締役社長

常任理事　37名

阿　部　晃　士 (株)ＪＴＢ 北海道広域代表

阿　部　　　隆 東日本電信電話(株) 北海道事業部 執行役員北海道事業部長

荒　井　保　明 荒井建設(株） 代表取締役

伊　藤　和　弘 (株)ダイナックス 代表取締役社長

伊　藤　条　一 (株)北海道観光物産興社 代表取締役社長

井　原　慶　児 井原水産(株) 代表取締役会長

今給黎　康　一 (株)日立製作所 北海道支社長

内　村　雄　介 三菱商事(株） 北海道支社長

太　田　喜　朗 雪印メグミルク(株) 常務執行役員北海道本部長

大　槻　　　博 北海道ガス(株) 代表取締役会長

小笠原　康　正 (株)テーオーホールディングス 代表取締役社長

柏　木　　　稔 札幌通運(株) 取締役会長

梶　原　雅　仁 (株)丸勝 代表取締役

唐　渡　　　有 エア・ウォーター(株) 副社長執行役員北海道代表

岸　本　　　将 日本製鉄(株) 執行役員北日本製鉄所長

木　山　邦　樹 日本甜菜製糖(株) 札幌支社 取締役常務執行役員札幌支社長

役員名簿
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小　西　正　雄 (株)札幌都市開発公社 代表取締役社長

嶌　村　公　宏 北海道ワイン(株) 代表取締役社長

関　根　久　修 苫小牧港開発(株) 代表取締役社長

玉　木　勝　美 伊藤組土建(株) 代表取締役会長

辻　　　泰　弘 (株)苫東 代表取締役社長

中　野　真　寿 三井物産(株) 北海道支社長

中　山　　　茂 (株)中山組 代表取締役社長

二階堂　恭　仁 北海道中央バス(株) 代表取締役社長

似　鳥　昭　雄 (株)ニトリホールディングス 代表取締役会長兼CEO

萩　原　一　利 萩原建設工業(株) 代表取締役社長

林　　　浩　史 (株)勝毎ホールディングス 代表取締役会長

原　田　直　彦 旭川信用金庫 理事長

広　瀬　兼　三 (株)北海道新聞社 代表取締役会長

藤　井　　　裕 北海道電力(株) 代表取締役社長執行役員

丸　谷　智　保 (株)セコマ 代表取締役会長

箕　輪　留　以 (株)日本政策投資銀行 北海道支店長

本　　　昌　子 (株)ＮＴＴドコモ 北海道支社 執行役員北海道支社長

森　本　光　俊 サッポロビール(株) 上席執行役員北海道本社代表兼北海道本部長

山　﨑　勝　也 日本通運(株) 札幌支店 常務理事札幌支店長

吉　本　淳　一 北海道信用金庫 代表理事会長

渡　部　　　司 王子製紙(株) 執行役員苫小牧工場長

理　　事　56名

浅　井　忠　美 函館山ロープウェイ(株) 代表取締役社長

朝　倉　由紀子 ＳＯＣ(株) 代表取締役社長

有　田　克　彦 東京海上日動火災保険(株) 常務執行役員

池　田　　　薫 池田煖房工業(株) 代表取締役社長

石　水　　　創 石屋製菓(株) 代表取締役社長

伊　関　淑　之 北海道酒類販売(株) 代表取締役社長

伊　藤　博　之 クリプトン・フューチャー・メディア(株) 代表取締役

井　上　光　男 (株)トーモク 上席執行役員札幌工場長

植　木　一　仁 川崎重工業(株) 北海道支社長

大　谷　喜　一 (株)アインホールディングス 代表取締役社長
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大　村　佳　久 (株)つうけん 代表取締役社長

岡　本　泰　雄 (株)イワクラ 代表取締役社長

沖　津　充　男 (株)電通北海道 代表取締役社長執行役員

長　内　和　彦 東日本高速道路(株) 北海道支社 執行役員支社長

海　津　尚　夫 苫小牧埠頭(株) 代表取締役社長

金　沢　高　志 日本製紙(株) 北海道営業支社長

金　本　寛　中 (株)カナモト 代表取締役会長

川　﨑　正　人 三菱地所(株) 北海道支店長

川　村　浩　二 (株)北海道日本ハムファイターズ 代表取締役社長

栗　林　和　徳 (株)栗林商会 代表取締役社長

小　坂　和　仁 北海道空港(株) 代表取締役社長

小　林　以智郎 北日本精機(株) 代表取締役社長

小　松　誠　一 ナラサキ産業(株) 執行役員北海道支社長

齊　藤　　　勝 (株)北海道銀行 取締役副頭取

阪　井　一　郎 北海道パワーエンジニアリング(株) 取締役社長

崎　谷　和　治 合同酒精(株) 執行役員北海道支社長

佐々木　康　行 北海道コカ・コーラボトリング(株） 代表取締役社長

佐　藤　謙　二 (株)ドーコン 代表取締役社長

島　田　　　修 北海道旅客鉃道(株) 代表取締役会長

杉　本　和　彦 住友商事北海道(株) 取締役社長執行役員

須　田　貞　則 (株)グランビスタ ホテル＆リゾート 代表取締役社長

須　藤　哲　也 ナラサキスタックス(株) 代表取締役社長

諏　訪　勝　巳 国分北海道(株) 代表取締役社長執行役員

髙　橋　龍　夫 (株)北弘電社 代表取締役社長

髙　橋　直　之 丸紅(株) 北海道支社長

田　部　敏　之 全日本空輸(株) 札幌支店長

角　田　洋　一 北海鋼機(株) 代表取締役社長

難　波　正　義 北海道曹達(株) 代表取締役社長

猫　宮　一　久 (株)アークス 取締役執行役員

野　村　文　吾 十勝バス(株) 代表取締役社長

橋　本　康　裕 日鉄セメント(株) 代表取締役社長

林　　　浩　一 日本航空(株) 北海道支社長

平　川　敏　彦 札幌駅総合開発(株) 代表取締役社長
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平　島　信　一 大成建設(株) 常務執行役員札幌支店長

星　野　幹　宏 旭イノベックス(株) 代表取締役社長

本　間　丈　士 共和コンクリ－ト工業(株) 代表取締役社長

増　田　仁　志 (株)北洋銀行 専務取締役本店営業部本店長

三　上　卓　也 (株)エコニクス 代表取締役社長

宮　坂　寿　文 宮坂建設工業(株) 代表取締役社長

向　井　　　潔 北海道電気技術サービス(株) 代表取締役

村　上　　　秀 (株)みずほ銀行 札幌法人部長

村　本　泰　生 マルハニチロ(株) 北海道支社長

矢　口　　　武 伊藤忠商事(株) 北海道支社長

山　本　秀　明 協和総合管理(株) 代表取締役会長

𠮷　田　義　一 北海道建設業信用保証(株) 代表取締役社長

米　山　大　介 (株)ホクリヨウ 代表取締役

監　　事　2名

伊　藤　博　公 北洋証券(株)  代表取締役社長

氏　家　和　彦 北電興業(株) 取締役社長

専務理事

水　野　　　治 北海道経済連合会

常務理事　3名

小　林　良　輔 北海道経済連合会

船　矢　祐　二 北海道経済連合会

百　瀬　康　弘 北海道経済連合会

理事・事務局長

大　橋　俊　忠 北海道経済連合会
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               2023年1月12日現在
           （敬称略・氏名五十音順）

名誉会長　3名

大　内　　　全 北海道電力(株) 元顧問

近　藤　龍　夫 北海道電力(株) 名誉顧問

髙　橋　賢　友 北電興業(株) 元顧問

顧　　問　11名

我孫子　健　一 (公社)北海道観光振興機構 元顧問

石　井　純　二 (株)北洋銀行 顧問

伊　藤　義　郎 (一社)北海道商工会議所連合会 名誉会頭

岩　田　圭　剛 (一社)北海道商工会議所連合会 会頭

地　下　誠　二 (株)日本政策投資銀行 代表取締役社長 

堰　八　義　博 (株)北海道銀行 特別顧問

田　中　義　克 (地独)北海道立総合研究機構 顧問

林　　　光　繁 (株)勝毎ホールディングス 代表取締役相談役

三　上　顯一郎 北海道空港(株) 元相談役

安　田　光　春 北海道経済同友会 代表幹事

横　山　　　清 (株)アークス 代表取締役社長

参　　与　10名

石　塚　宗　司 国土交通省北海道開発局長

磯　　　寿　生 総務省北海道総合通信局長

岩　城　宏　幸 国土交通省北海道運輸局長

岩　永　正　嗣 経済産業省北海道経済産業局長

上　良　睦　彦 国税庁札幌国税局長

友　藤　智　朗 厚生労働省北海道労働局長

番　匠　克　二 環境省北海道地方環境事務所長

福　島　　　一 農林水産省北海道農政事務所長

松　重　友　啓 財務省北海道財務局長

松　野　知　之 日本銀行 札幌支店長

名誉会長・顧問・参与名簿
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