
一般社団法人北海道中小企業家同友会2018年度役員

2018年6月11日　第50回定時総会で選出
順不同・敬称略

〈顧問〉

井　上　一　郎 ㈱光合金製作所 取締役会長 しりべし・小樽

〈代表理事〉

守　　　和　彦 ㈱ダテハキ 取締役会長 札幌

藤　井　幸　一 サンマルコ食品㈱ 代表取締役社長 札幌

〈副代表理事〉

曽　根　　　一 ㈱ネクサス 代表取締役会長 とかち／財務・法人
運営委員長

高　橋　泰　助 ㈱アイズ 代表取締役 函館／支部長

安　井　清　吉 ㈱ライナーネットワーク 代表取締役 道北あさひかわ／政策委員長

渡　辺　美智留 岩見沢液化ガス㈱ 代表取締役 南空知

〈常任理事〉

山　田　修　三 ㈱サンコー 代表取締役会長 札幌／組織・企画委員長

池　川　和　人 ㈱ティーピーパック 代表取締役 札幌／共同求人委員長

新 瀨　上　晃　彦 オムニス林産協同組合 代表理事 とかち／共育委員長

高　原　　　淳 ソーゴー印刷㈱ 代表取締役社長 とかち／経営指針委員長

石　見　秀　樹 日の出運輸㈱ 代表取締役社長 西胆振／経営厚生労働委員長

田中　傳右衛門 ㈱和光 代表取締役会長 札幌／障害者問題委員長

渡　辺　民　嗣 三晃化学㈱ 代表取締役社長 札幌／産学官連携委員長

福　山　恵太郎 ベル食品㈱ 代表取締役会長 札幌／経営者大学学長

服　部　信　吾 ㈱丸髙　三信堂 代表取締役社長 札幌／国際交流担当役員

新 村　野　　　篤 シオンテクノス㈱ 代表取締役社長 札幌／全道青年部・ 
後継者部会連絡会代表

中　野　むつみ ㈱補償セミナリー 取締役副社長 札幌／全道女性部連絡会代表

宇佐美　　　隆 ㈱宇佐美商会 代表取締役 札幌／支部長

平　塚　勝　也 ㈱平塚建具製作所 代表取締役 南空知／支部長

上参郷　光　祐 ㈱樽石 代表取締役社長 しりべし・小樽／支部長

松　本　健　春 ㈱まつもと薬局 代表取締役 とかち／支部長

長　江　　　勉 長江建材㈱ 取締役会長 くしろ／支部長

新 田　村　友　朗 ファイナンシャルプランナー
事務所アップデート 代表 オホーツク／支部長

粟　田　和　成 クローバーシステム㈱ 代表取締役 道北あさひかわ／支部長

新 長谷川　　　智 ㈱鈴木住建 取締役会長 苫小牧／支部長

望　月　一　延 ㈱望月製麺所 代表取締役 西胆振／支部長

前　川　裕　一 ㈱ブレンドワークス 代表取締役 札幌／支部幹事長

〈専務理事〉

細　川　　　修 （一社）北海道中小企業家同友会 常勤役員 員外

〈理事〉

新 石　塚　真　彰 ㈲ IT マネジメントシステム 代表取締役 札幌

及　川　　　学 ㈱アセットプランニング 代表取締役 札幌

新 内　山　亘　理 ㈲内山新聞店 代表取締役 札幌

手　塚　　　玄 社会福祉法人草の実会 理事長 札幌

新 太　田　正　則 恒星設備㈱ 代表取締役 札幌

髙　島　幸志朗 ㈱宏陽 代表取締役社長 札幌

谷　越　律　夫 ㈲谷越印刷 代表取締役 札幌

清　水　誓　幸 ㈱北翔 代表取締役 札幌

佐々木　ひとみ ㈲ホクレア　行政書士
佐々木ひとみ事務所 代表取締役 札幌

新 松　井　髙　志 北海葬祭㈱ 代表取締役会長 札幌

松　木　　　剛 ㈱北海道建設新聞社 代表取締役会長 札幌

新 大　塚　博　貴 北海道自動車共済協同組合 専務理事 札幌

大　野　　　頌 ㈱ほりぞんとあーと 代表取締役 札幌

西　田　宙　文 ㈱リポートサービス北海道 代表取締役 札幌

植　田　英　隆 ㈱りんゆう観光 取締役会長 札幌

新 敬　禮　　　匡 ㈱レイジックス 代表取締役 札幌

佐々木　和　秀 ㈱ワコーバイオケミカル 代表取締役 札幌

羽　沢　卓　志 リブラス㈱ 道央圏担当執行役員 南空知

松　田　　　亙 ㈱小樽海洋水産 代表取締役 しりべし・小樽

本　田　　　哲 本田興業㈱ 代表取締役 しりべし・小樽

柏　谷　匡　胤 横関建設工業㈱ 代表取締役社長 しりべし・小樽

大　野　泰　裕 ㈱大野ファーム． 代表取締役 とかち

林　　　秀　康 ㈱大地 代表取締役 とかち

松　原　雅　人 ㈱タム 代表取締役 とかち

松　田　英　明 ㈱ネオプロセス 代表取締役 とかち

尾　藤　光　一 ㈲尾藤農産 代表取締役 とかち

藤　森　裕　康 ㈱藤森商会 代表取締役社長 とかち

山　本　英　明 ㈱山本忠信商店 代表取締役 とかち

辻　田　茂　生 ㈲ワン・エックス 代表取締役 とかち

新 西　原　　　浩 ㈲アークスファーム 代表取締役 くしろ

雨　宮　慶　一 雨宮印刷㈱ 代表取締役 くしろ

木　内　敏　子 ㈱ダスキン釧路 代表取締役会長 くしろ

石　橋　榮　紀 浜中町農業協同組合 代表理事会長 くしろ

曽我部　元　親 北泉開発㈱ 常務取締役 くしろ

新 早　川　　　元 ㈱マルコシ・シーガル 代表取締役 くしろ

渋　谷　光　敏 赤坂木材㈱ 代表取締役 オホーツク

新 河　合　昭　徳 ネッツトヨタ北見㈱ 代表取締役会長 オホーツク

新 薄　井　タカ子 税理士法人薄井会計 代表社員 道北あさひかわ

河　戸　三千之 カワテックス㈱ 代表取締役社長 道北あさひかわ

森　　　俊　一 日新運輸㈱ 代表取締役社長 道北あさひかわ

新 西　村　達一郎 ㈱フレアサービス 代表取締役 道北あさひかわ

新 佐　藤　弘　子 ㈱ポプラ舘 代表取締役 道北あさひかわ

森　川　唯　志 森川綜合紙器㈱ 代表取締役 道北あさひかわ

伊　藤　勝　治 ㈱ラッツ 994 代表取締役 道北あさひかわ

嘉　堂　聖　也 カドウフーズ㈱ 代表取締役 函館

藤　山　幸　伸 キョーツー㈱ 代表取締役社長 函館

本　間　和　幸 平和石油㈱ 代表取締役 函館

前　川　敏　雄 ㈱前田組 専務取締役 函館

髙　坂　重　勝 八百ねっと髙坂農園 代表 函館

山　田　俊　幸 山田総合設計㈱ 代表取締役 函館

髙　橋　憲　司 ㈲志のぶ 代表取締役 苫小牧

沼　田　勇　也 室蘭まちづくり放送㈱ 代表取締役社長 西胆振

佐　藤　紀　雄 （一社）北海道中小企業家同友会 事務局長 員外

〈監事〉

池　戸　俊　幸 ㈱戦略会計ネットワーク 代表取締役 札幌

髙　野　一　夫 髙野公認会計士事務所 所長 札幌

同友会 本部事務所
（総合卸センター 8号館）
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〜お気軽にお越し下さい〜

一般社団法人北海道中小企業家同友会
〒 060-0906　札幌市東区北 6条東 4丁目 8番 44
　　　　　　札幌総合卸センター 8号館
TEL（011）702-3411　http://www.hokkaido.doyu.jp

〈支部事務所〉
道北あさひかわ事務所 〒 070-0035 旭川市 5条通 8丁目 1703　5・8 ビル

� TEL（0166）29-6663
函 館 事 務 所 〒 042-0943 函 館 市 乃 木 町 8-15　3�F

� TEL（0138）51-8800
とかち事務所 〒 080-0802 帯 広 市 東 2 条 南 5 丁 目 1

� TEL（0155）22-3611
くしろ事務所 〒 085-0016 釧路市錦町 5-3　三ツ輪ビル 5�F�

� TEL（0154）31-0923
オホーツク事務所 〒 090-0015 北 見 市 公 園 町 1- 2�

� TEL（0157）23-4110
しりべし・小樽事務所 〒 047-0031 小樽市色内 1-9-6　㈱オー・プラン 2�F

� TEL（0134）25-9191
苫小牧事務所 〒 053-0022 苫 小 牧 市 表 町 1丁 目 1-13

苫小牧経済センタービル 4�F
� TEL（0144）36-9080


