
一般社団法人北海道中小企業家同友会2021年度役員

2021年6月7日　第53回定時総会で選出
順不同・敬称略

〈代表理事〉

藤　井　幸　一 サンマルコ食品㈱ 代表取締役社長 札幌

曽　根　　　一 ㈱ネクサス 会長 とかち

新 池　川　和　人 ㈱ティーピーパック 代表取締役 札幌

〈副代表理事〉

高　橋　泰　助 ㈱アイズ 代表取締役 函館

安　井　清　吉 ㈱ライナーネットワーク 取締役会長 道北あさひかわ／
共育委員長

渡　辺　美智留 岩見沢液化ガス㈱ 代表取締役 南空知

長　江　　　勉 長江建材㈱ 取締役会長 くしろ／支部長

新 宇佐美　　　隆 ㈱宇佐美商会 代表取締役 札幌

〈常任理事〉

前　川　裕　一 ㈱ブレンドワークス 代表取締役 札幌／組織・企画委員長

曽我部　元　親 北泉開発㈱ 代表取締役 くしろ／財務・法人運営委員長

敬　禮　　　匡 ㈱レイジックス 代表取締役 札幌／共同求人委員長

渡　辺　幸　洋 渡辺農機㈱ 代表取締役 道北あさひかわ／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

本　田　　　哲 本田興業㈱ 代表取締役 しりべし・小樽／政策委員長

新 富　田　訓　司 ㈱リペアサービス 代表取締役 札幌／障害者問題委員長

福　山　恵太郎 ベル食品㈱ 代表取締役会長 札幌／同友会大学学長・
経営者大学学長

高　村　智　也 ㈱イデアシーディー 代表取締役 札幌／全道青年部・
後継者部会連絡会代表

八重﨑　聖　子 社会保険労務士法人　
熊谷・八重﨑事務所 社会保険労務士 札幌／全道女性部連絡会代表

平　塚　勝　也 ㈱平塚建具製作所 代表取締役会長 南空知／支部長

高　原　　　淳 ソーゴー印刷㈱ 代表取締役社長 とかち／支部長

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

髙　橋　憲　司 ㈲志のぶ 代表取締役 苫小牧／支部長

須　藤　正　之 須藤建設㈱ 代表取締役社長 西胆振／支部長

新 松　田　　　亙 ㈱小樽海洋水産 代表取締役 しりべし・小樽／支部長

森　　　俊　一 日新運輸㈱ 代表取締役社長 道北あさひかわ／支部長

新 嘉　堂　聖　也 カドウフーズ㈱ 代表取締役 函館／支部長

新 横　山　敏　章 横山製粉㈱ 代表取締役 札幌／支部長

佐々木　和　秀 ㈱ワコーバイオケミカル 代表取締役 札幌／支部幹事長

〈専務理事〉

佐　藤　紀　雄 （一社）北海道中小企業家同友会 常勤役員 員外

〈理事〉

谷　越　律　夫 ㈲谷越印刷 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 後　藤　亮　太 ㈱ ASCe 代表取締役 札幌

新 久　門　和　木 ㈲久和コーポレーション 代表取締役 札幌

新 久　保　毅　仁 ㈱小枝 代表取締役 札幌

新 佐　藤　直　樹 ㈱こがね北海道焼肉プライム 代表取締役 札幌

若　月　裕　之 ㈱丸亀 代表取締役社長 札幌

江　野　英　嗣 山﨑建設工業㈱ 代表取締役社長 札幌

大　野　　　頌 ㈱ほりぞんとあーと 代表取締役 札幌

柳　下　真　人 クレアル工業㈱ 代表取締役 札幌

加　藤　　　景 幡本印刷㈱ 代表取締役社長 札幌

髙　島　幸志朗 ㈱宏陽 代表取締役社長 札幌

小　野　浩　二 ㈱秀岳荘 代表取締役社長 札幌

新 若　山　英　史 ㈱若山建設 代表取締役 札幌

内　山　亘　理 ㈲内山新聞店 代表取締役 札幌

柏　村　章　夫 Ambitious Farm ㈱ 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

柏　谷　匡　胤 横関建設工業㈱ 代表取締役社長 しりべし・小樽

新 富　田　　　旭 ㈱富田 代表取締役社長 しりべし・小樽

松　田　英　明 ㈱ネオプロセス 代表取締役 とかち

大　野　泰　裕 ㈱大野ファーム． 代表取締役 とかち

松　原　雅　人 ㈱タム 代表取締役 とかち

成　田　孔　一 ㈱マリエッタ 代表取締役 とかち

北　村　直　也 ㈱つながり 代表取締役 とかち

小野寺　慎　吾 ㈱ミドリ機材 代表取締役 とかち

伊　藤　好　男 佐山建設工業㈱ 常務取締役 とかち

木　内　敏　子 ㈱ダスキン釧路 代表取締役会長 くしろ

日　下　雪　夫 ㈱津村測量設計 代表取締役 くしろ

早　川　　　元 ㈱マルコシ・シーガル 代表取締役 くしろ

髙　橋　宗　靖 ㈱高橋工業 代表取締役 くしろ

成　澤　則　充 ㈱ナリテツ 代表取締役社長 くしろ

石　橋　榮　紀 浜中町農業協同組合 会長理事 くしろ

河　合　昭　徳 ネッツトヨタ北見㈱ 代表取締役会長 オホーツク

渋　谷　光　敏 赤坂木材㈱ 代表取締役 オホーツク

佐　藤　邦　彦 アートクリーン㈲ 代表取締役 道北あさひかわ

西　村　達一郎 ㈱フレアサービス 代表取締役 道北あさひかわ

佐々木　雄二郎 ㈱ササキ工芸 代表取締役 道北あさひかわ

新 菅　原　吉　孝 ㈱菅原組 代表取締役 道北あさひかわ

新 沖　田　太　一 ㈲ライズ 代表取締役 道北あさひかわ

新 三　浦　新　介 ㈲ホテルテトラ 取締役 函館

山　田　俊　幸 山田総合設計㈱ 代表取締役 函館

新 田　畑　昌　伸 ㈱田畑建設 代表取締役 函館

佐　藤　将　道 ㈲UP.START.COMPANY 代表取締役 函館

新 堀　抜　まり子 ㈲ガーディアン美警 代表取締役 函館

畠　澤　顕　秀 ㈱北海道ソイルリサーチ 代表取締役 苫小牧

吉　村　亮　輔 ㈲吉村工作所 代表取締役 西胆振

中　上　雅　之 （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
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〜お気軽にお越し下さい〜


