
令和元年１０月１日現在
（氏名五十音順）

氏　　名 勤務先 役職名
1 秋島　和彦　 新島工業㈱ 代表取締役社長
2 穴口　昭三 ㈱穴口ふとん店 取締役会長
3 荒井　保明 荒井建設㈱ 取締役社長
4 池田　和広 ㈱アイ・ディー・エフ 代表取締役
5 生駒　雅彦 ㈱生駒組 取締役社長
6 岩木　豊二 旭川日産自動車㈱ 代表取締役社長
7 植平　有治 植平印刷㈱ 代表取締役
8 薄井　タカ子 税理士法人薄井会計 代表社員税理士
9 内田　則彦 清香園山田植木㈱ 代表取締役

10 遠藤　　穣 旭川トヨペット㈱ 代表取締役
11 太田　秀明 赤川建設興業㈱ 代表取締役会長
12 大坪　達哉 ㈱NTT東日本-北海道　北海道北支店 取締役支店長
13 大貫　亮介 ㈱北海道通信特機 代表取締役
14 大森　賢二 アクサ生命保険㈱旭川支社 支社長
15 岡野　　 充 旭川ガス管工事㈱ 代表取締役社長
16 尾﨑　吉一 旭川ケーブルテレビ㈱ 代表取締役社長
17 表　　　　豊 ㈱表鉄工所 取締役会長
18 柏葉　健一 旭川中央交通㈱ 代表取締役
19 片岡　宏文 ㈱片岡鋼業 代表取締役
20 金谷　和文 旭陽電機㈱ 取締役社長
21 鎌田　嘉範 (協)日専連旭川 相談役
22 川島　崇則 ㈱橋本川島コーポレーション 代表取締役会長
23 河西　利記 旭川電気軌道㈱ 代表取締役社長
24 菊原　洋樹 ㈱旭川トーヨーホテル 代表取締役社長
25 橘井　敏弘 正和電工㈱ 代表取締役
26 君ヶ袋　晶 ㈱北日本広告社 旭川営業本部長
27 木村　進一 北海美掃㈱ 代表取締役社長
28 金　　 哲一 トーエー企業㈱ 代表取締役社長
29 國本　正雄 医療法人健康会くにもと病院 理事長
30 窪田　明規夫 旭川通運㈱ 代表取締役会長
31 江夏　秀則 ㈱山本ビル 代表取締役副社長
32 小城　公明 北海道税理士会旭川支部 顧問
33 小林　睦明 アートホテル旭川 総支配人
34 小林　義治 北央信用組合旭川支店 支店長
35 媚山　正人 媚山鉄工㈱ 代表取締役
36 小山　重芳 ㈱日興ジオテック 代表取締役
37 近藤　武史 旭勇産業㈱ 代表取締役社長
38 齋藤　 　隆 旭川ガス㈱ 代表取締役社長
39 齊藤　　勝 ㈱北海道銀行旭川支店 常務執行役員旭川支店長
40 酒井　　 孝 ㈱酒井鋼材 代表取締役社長
41 坂下　光博 ㈱坂下工務店 会長
42 坂谷　英司 北海道電力㈱ 送配電カンパニー旭川支店長
43 佐々木　恵一 旭川空港ビル㈱ 代表取締役専務
44 佐々木　徹雄 旭川食糧㈱ 代表取締役社長
45 佐々木　通彦 ㈱エフ・イー 代表取締役
46 島　 　典賢 北海道旅客鉄道㈱旭川支社 取締役旭川支社長
47 島　　 秀久 ㈱北海道夢民村 代表取締役
48 上用　孝満 第一包装資材㈱ 代表取締役
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氏　　名 勤務先 役職名
49 新谷　龍一郎 新谷建設㈱ 代表取締役社長
50 杉尾　伸夫 ㈱すぎを 取締役相談役
51 高　　 喜久雄 ㈱高組 代表取締役会長
52 高倉　雄司 高倉塗料興産㈱ 代表取締役
53 髙瀬　善朗 ㈱旭川振興公社 代表取締役社長
54 高橋　国臣 山室繊維㈱ 代表取締役社長
55 髙橋　広道 日本製紙㈱北海道工場旭川事業所 旭川総務グループ長
56 髙畠　嘉信 タカハタ建設㈱ 代表取締役会長
57 瀧野　喜市 ㈱北海道健誠社 代表取締役会長
58 千葉　新次 大地コンサルタント㈱ 代表取締役社長
59 辻　　 利郎 丸果旭川青果卸売市場㈱ 取締役会長
60 刀根　英二 なかせき商事㈱旭川本社 代表取締役会長
61 中川　竹志 ㈱キョクイチ 取締役会長
62 中谷　　 登 ㈱廣野組 代表取締役会長
63 中野　典一 ㈱中野銘木店 取締役社長
64 中村　友樹 星野リゾートＯＭＯ７旭川 総支配人
65 西川　弘二 旭川トヨタ自動車㈱ 代表取締役社長
66 西野目　信雄 西野目産業㈱ 代表取締役会長
67 西山　陽一 西山坂田電気㈱ 代表取締役会長
68 野村　　聖 日本通運㈱旭川支店 支店長
69 長谷川　力也 極東警備保障㈱ 代表取締役社長
70 服部　晃久 １０８ビルサービス㈱ 専務執行役員
71 花本　金行 花本建設㈱ 代表取締役社長
72 原田　直彦　 旭川信用金庫 理事長
73 福士　達也 ㈱NTTドコモ北海道支社旭川支店 支店長
74 藤田　哲也 ㈱カンディハウス 代表取締役社長
75 細野　拓朗 ㈱北洋銀行旭川中央支店 常務執行役員支店長
76 本間　　 潤 ㈲ノースホーム企画 代表取締役
77 松倉　直幸 ㈱ホンダベルノ旭川 代表取締役
78 松野　和彦 ㈱旭薬調剤センター 取締役会長
79 松本　神一 道北バス㈱ 代表取締役会長
80 水口　哲司 合同酒精㈱旭川工場 工場長
81 溝口　文夫 ㈱ブリックス 代表取締役
82 六車　　 亮 ㈱道北アークス 代表取締役社長
83 村川　典男 東芝ホクト電子㈱ 代表取締役社長
84 盛永　喜之 ㈱盛永組 代表取締役社長
85 森本　茂廣 日成工機㈱ 取締役会長
86 森本　　 弘 ㈱ダイイチプラニング 常任監査役
87 安井　清吉 ㈱ライナーネットワーク 代表取締役
88 山内　一賴 ㈱富士建設コンサル 代表取締役
89 山崎　與吉 男山㈱ 代表取締役社長
90 山下　裕久 ㈱旭ダンケ 代表取締役社長
91 山田　春雄 ㈱ベリージャパン 代表取締役社長
92 山本　倫生 日本メディカルプロダクツ㈱ 代表取締役社長
93 湯浅　義弘 ㈱湯浅 代表取締役
94 湯野　信一 旭川小型運輸㈱ 代表取締役
95 吉川　裕二 ㈱旭川住宅流通 代表取締役
96 吉田　琢哉 医療法人社団慶友会吉田病院 理事
97 吉竹　隆男 ㈱吉竹商店 代表取締役会長
98 渡邊　　智 ネッツトヨタたいせつ㈱ 代表取締役社長


