
現在

顧 問

代 表

構 成 員

・日本放送協会札幌放送局　[NHK] 局長 放送部長

・(株)北海道銀行 取締役頭取 地域創生部長

・北海道コカ・コーラボトリング(株) 代表取締役社長 広報・サスティナビリティ推進部

・北海道エネルギー(株) 代表取締役社長 執行役員販売企画部長

・(株)北洋銀行 取締役頭取 執行役員公務金融部長

・(株)テレビ北海道　[TVh] 代表取締役社長 報道部長

・(株)北海道新聞社 専務取締役 企画室次長

・札幌テレビ放送(株)　[STV] 代表取締役社長 専務取締役

・(株)電通北海道 代表取締役社長 執行役員ソリューション本部長

・北海道文化放送(株)　[uhb] 代表取締役社長 取締役経営管理局長

・ANAあきんど(株) 札幌支店長 札幌支店マネジャ－

・北海道放送(株) [HBC] 代表取締役社長 テレビ営業局長

・北海道テレビ放送(株)　[HTB] 代表取締役社長 営業局長

・北海道空港(株) 代表取締役社長 常務取締役

・(一社)札幌大学ウレシパクラブ 代表理事 監事

・(株)ジェーシービー [JCB] 北海道支社長 北海道営業部長

・サッポロビール(株)北海道本社 代表（上席執行役員） 副代表

・日本航空(株) 北海道地区支配人 北海道地区副支配人

・北海道を愛する会 代表

・(株)ＪＴＢ 北海道事業部長 営業統括部長

・イオン北海道(株) 代表取締役社長 取締役エリア推進部長、エリア推進部地域エコシステム担当部長

・鶴雅ホールディングス(株) 代表取締役社長 常務取締役

・(株)ＡＩＲＤＯ 代表取締役社長 ＣＳＲ企画推進室長

・札幌市内ホテル連絡協議会 代表幹事 事務局長

【サポーター企業等】

・北海道ハイヤー協会 会長 専務理事

・北海道食品産業協議会 会長 専務理事

・全国旅行業協会北海道支部 支部長 事務局長

・北海道バス協会 会長 専務理事

・北海道旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 営業部長

・日本旅行業協会北海道支部 支部長 事務局長

・日本ホテル協会北海道支部 支部長 事務局長

・日本旅館協会北海道支部連合会 会長 専務理事

・北海道建設業協会 会長 専務理事

・北海道ホテル旅館生活衛生同業組合 理事長 専務理事

・白老町活性化推進会議 会長 副会長

【経済団体】

・北海道博物館 館長 副館長 副館長

・アイヌ民族文化財団 理事長 専務理事 専務理事

・北海道大学 総長 ｱｲﾇ・先住民研究ｾﾝﾀｰ長・教授

・アイヌ政策推進北海道議会議員連盟 会長

・新冠町 町長 町民生活課長

【関係団体】

・白糠町 町長 副町長

・標津町 町長 保健福祉センター次長

・登別市 市長 副市長

・弟子屈町 町長 副町長

・室蘭市 市長 副市長

・苫小牧市 市長 副市長

・新ひだか町 町長 副市長

・伊達市 市長 副市長

・釧路市 市長 副市長

・平取町 町長 副町長

・旭川市 市長 副市長

・帯広市（十勝地域１市５町の代表） 市長 教育長

【行政機関】

・札幌市 市長 市民文化局長 市民文化局長

・北海道観光振興機構 会長 　専務理事

・白老町 町長 　副町長 　副町長

常務理事

・北海道商工会議所連合会 会頭 　専務理事

・北海道商工会連合会 会長 ◎会長

・北海道アイヌ協会 理事長 　常務理事 　常務理事

・北海道経済連合会 会長 　常務理事

　総合政策部交通企画監 総合政策部交通企画監

・北海道議会 議長
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構 成 員

・(株)メディカルシステムネットワーク 代表取締役社長 取締役執行役員

・髙砂酒造(株) 代表取締役社長 執行役員企画部長

・石屋製菓(株) 代表取締役社長 経営管理部副部長

・北海道キリンビバレッジ(株) 代表取締役社長 営業企画部長

・平岸ハイヤー(株) 代表取締役社長 代表取締役社長

・国分北海道(株) 代表取締役社長執行役員 執行役員マーケティング部長

・(株)エイチ・アイ・エス [Ｈ.Ｉ.Ｓ] 代表取締役会長兼社長 北海道営業グループリーダー

・サッポロウエシマコーヒー(株) 専務取締役 営業開発部課長

・ＪＲ北海道フレッシュキヨスク(株) 代表取締役社長 常務取締役営業本部長

・北海道味の素(株) 代表取締役社長 取締役家庭用部長

・(有)オフィスパレット 代表 代表

・(株トラベルレンタカー 代表取締役社長 支店長

・(株)北日本広告社 代表取締役社長 戦略企画支援室長

・道南バス(株) 代表取締役社長 取締役

・東日本高速道路(株)北海道支社 執行役員北海道支社長 北海道支社副支社長

・エコモット(株) 代表取締役 開発本部製品開発部長

・北海道バリュースコープ(株) 代表取締役 ぐうたび北海道編集長

・(株)ぶらんとマガジン社 代表取締役社長 企画営業部長

・(株)エフエムとよひら　[FMアップル] 代表取締役 専務取締役放送局長

・(株)竹中工務店北海道支店 北海道支店長 営業部長

・(株)京王プラザホテル札幌 代表取締役社長 営業企画担当支配人

・(株)和歌 代表取締役 常務取締役

・(株)プライム 代表取締役 AP245事業室長

・大丸(株) 代表取締役 公共営業部長

・大日本印刷(株) 本部長 ソーシャルイノベーション研究所長

・北電興業(株) 取締役社長 取締役管理部長

・北海道電力(株) 代表取締役社長 執行役員総務部長

・北海道中央バス(株) 代表取締役社長 取締役執行役員経営企画室長

・総合商研(株) 代表取締役社長 北海道営業本部長

・(株)エム・シィ・ティ 代表取締役 取締役

・(一社)北海道広告業協会 会長 事務局長

・江差追分会 会長 事務局長

・(株)ティー・シー・ピー 代表取締役 取締役プロデューサー

・凸版印刷(株)東日本事業本部北海道事業部 執行役東日本事業本部北海道事業部長 東日本事業本部北海道事業部営業部長

・(一社)北海道開発技術センター 理事長 地域政策研究所長

・(株)北海道ジェイ・アール・エージェンシー 代表取締役社長 取締役営業本部JR部長

・教育出版(株) 代表取締役社長、北海道支社長 第一ブロック課長

・札幌国際観光(株)センチュリーロイヤルホテル 代表取締役社長・総支配人 営業企画室支配人

・(一社)北海道観光を考えるみんなの会 会長 会長

・(株)道新サービスセンター 代表取締役社長 専務取締役

・(株) ADKマーケティング・ソリューション北海道支社 北海道支社長 チームリーダー

・(株)リクルート北海道じゃらん 代表取締役社長 地域振興課長

・(株)クレオトラベル 代表取締役 取締役営業本部長

・(株)KADOKAWA ビジネスプロデュース局エリアマーケティング部東日本エリア
課 北 海 道 担 当 課 長

ビジネスプロデュース局エリアマーケティング部東日本エリア
課 北 海 道 担 当 課 長

・(株)メガ・コミュニケーションズ 代表取締役 取締役

・(株)インサイト 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員

・東武トップツアーズ(株) 代表取締役 北海道統括部長

・(一社)北海道体験観光推進協議会　 代表理事 専務理事

・名鉄観光サービス(株) 取締役北海道営業本部長 北海道営業本部長

・(株)エフエム北海道　[Air-G] 代表取締役社長 取締役営業本部長

・(一社)北海道農業企業化研究所 理事長 公益事業部長

・(株)近畿日本ツーリスト北海道 代表取締役 ＤＭ事業部長

・(株)クレディセゾン 北海道支社長 係長

・(株)日本旅行北海道 代表取締役社長 専務取締役

・日本ユニシス(株) 北海道支店長 プロジェクト長

・ＪＲ北海道ホテルズ(株) 代表取締役社長 マーケティング部長

・富士ゼロックス北海道(株) 公共営業部長 中央営業統括部官公庁営業部長

・(株)ＦＭノースウェーブ 代表取締役社長 常務取締役

・ぴあ(株) ライブ・チケッティング事業局長 北海道支局長代理

・クリプトン・フューチャー・メディア(株) 代表取締役 ローカルチームマネージャー

・(株)内山企画会社 代表取締役副社長 代表取締役副社長

・北海道エアポート(株) 代表取締役社長 総務課長

・(株)アブ・アウト 代表取締役社長 取締役海外事業部長

・北都交通(株) 代表取締役社長 バス事業部運行係長

・伊達信用金庫 理事長 常務理事・総務グループ長

・(株)アドビューロー岩泉 代表取締役社長 営業４部長

・苫小牧信用金庫 理事長 営業部長

・室蘭信用金庫 理事長 常務理事

・(株)苫小牧民報社 代表取締役 取総役総務局長

・(株)室蘭民報社 代表取締役社長・主筆 常務取締役編集局長

「ウポポイ官民応援ネットワーク」構成員名簿

名　　称 役職名
部会の参集範囲（◎は部会長）
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R4.6.8



現在

構 成 員

・日本たばこ産業(株)北海道支社 支社長 リレーション推進部CRM推進部長

・母恋めし本舗 代表 代表

・(株)北海道バイオインダストリー 代表取締役 営業部長

・(株)ツムラ（津村製麺所） 代表取締役 専務取締役

・(株)ノースプラント 代表取締役 代表取締役

・(株)e-style 代表取締役 営業企画室

・STEPPING STONES 代表 代表

・(株)びゅうトラベルサービス 代表取締役社長 北海道営業センター所長

・ニューオータニイン札幌 執行役員総支配人 営業企画室長

・喜州紀伊國屋(株) 専務取締役 専務取締役

・(株)ＷＧＪ北海道 営業部長 営業部長

・室蘭地区測量設計協会 会長 副会長

・(株)北海道セレクト 代表取締役 代表取締役

・(株)グランビスタホテル＆リゾート 札幌グランドホテル 総支配人 副支配人

・(株)テーオーリテイリング イエローグローブ 代表取締役社長 商品部シニアマネージャー

・(株)玉川組 代表取締役社長 取締役総務部長

・(株)読売旅行札幌営業所 代表取締役社長 札幌営業所長

・(株)東亜エンジニアリング 代表取締役 総務営業部課長代理

・北海道道路エンジニアリング(株) 代表取締役会長 代表取締役会長

・JAグループ北海道 北海道農業協同組合中央会代表理事会長 北海道農業協同組合中央会総合管理室次長

・日本データーサービス(株) 代表取締役 執行役員副社長

・(株)第一滝本館 代表取締役社長 販売本部海外セールス

・(有)北海スキャロップ 代表取締役 代表取締役

・(株)ネクサス 代表取締役 取締役営業部長

・シーダースコミュニケーションズ(株) 代表取締役社長 専務取締役

・(株)紀伊國屋書店札幌本店 北海道地区店売部長 北海道地区業務センター長

・カルビー(株)北海道支店 北海道支店長 北海道支店長

・(株)エムブイピークリエイティブジャパン 代表取締役 代表取締役

・(株)つつみ 代表取締役社長 代表取締役社長

・しらおいナビ 代表 代表

・(有)エーアステス 代表取締役 代表取締役

・(株)わかさいも本舗 代表取締役社長 営業部営業２課次長

・東京海上日動火災保険(株) 札幌中央支店長 札幌中央支店金融公務課長

・(株)イズム・グリーン 代表取締役 代表取締役

・岩田地崎建設(株) 代表取締役社長 執 行 員 役 営 業 本 部 統 括 部 長 兼 北 海 道 本 店 営 業 統 括

・(有)香遊生活 代表取締役 専務取締役

・(一社)北海道測量設計業協会 会長 会長

・(有)はすかっぷサービス 代表取締役 開発研究部長

・大丸水産(株) 代表取締役 代表取締役

・中西印刷(株) 代表取締役 営業統括部長

・中西出版(株) 代表取締役 営業

・(公財)ツール・ド・北海道協会 理事長 事務局長

・(株)構研エンジニアリング 代表取締役社長 総務部長

・(学)北海道安達学園 札幌観光ブライダル・製菓専門学校 学校長 教務課長

・(株)江戸屋 代表取締役社長 代表取締役社長

・(株)菊水 代表取締役会長 商品開発部長

・(株)湖池屋北海道支店 北日本統括部長兼北海道支店長 北日本統括本部長兼北海道支店長

・野口観光(株) 代表取締役社長 執行役員営業副本部長

・有楽製菓(株) 代表取締役社長 観光営業部長

・マーケットイノベーション(株) 代表取締役 代表取締役

・岩塚製菓(株) 代表取締役社長 北海道支店長

・よつ葉乳業株式会社 代表取締役社長 取締役執行役員管理統括部長

・日本製紙(株)北海道営支社 支社長 支店長代理

・金滴酒造(株) 代表取締役 代表取締役

・(株)INNOVEGG 代表取締役社長 代表取締役社長

・職人工房(株)HandMade 代表取締役 代表取締役

・大丸藤井セントラル(株) 代表取締役 専務取締役店長

・バルクマート 店長 店長

・(株)しらおい食楽 代表取締役 代表取締役

・(株)丹青社札幌支店 支店長 プロデューサー

・札幌ビューホテル大通公園 総支配人 営業課支配人

・朝日新聞北海道支社 支社長 管理部長

・(株)北海道エアシステム 代表取締役社長 取締役

・ナニナニ製菓 オーナー 店長

・(株)土倉 代表取締役社長 代表取締役社長

・佐川急便(株)北海道支店 支店長 営業課長

・(株)五島軒 代表取締役社長 執行役員管理部長兼販売部長

活性化部会

・(株)北海道クラウン 代表取締役 取締役部長

・ホテルポールスター札幌 総支配人 営業部企画担当マネージャー
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現在

オ ブ ザ ー バ ー

構成員 ２２３社（団体）＋オブザーバー４機関＝２２７団体

・（一社）北海道障がい者就労支援スポ－ツ振興協会 代表理事 理事

事務局 　北海道環境生活部アイヌ政策推進局アイヌ政策課

・北海道経済産業局 局長 産業部長

・林野庁北海道森林管理局 局長 総務企画部長

・北海道運輸局 局長 交通政策部長

観光部長

・NPO法人テツプロ 理事長 工房長

・北海道開発局 局長 アイヌ関連施策監理官

・雪印メグミルク(株) 常務執行役員北海道本部長 北海道本部副本部長

・(株)ロ－ソン 北海道営業部長 参事

・白老おもてなしガイドセンタ－ 代表 事務局長

・一般社団法人しらおい振興センタ－ 代表理事 事務局長

・（株）北武フ－ズ

・（株）ほくみん

・(株)三星

代表取締役社長

代表取締役社長

取締役部長

営業部課長

代表取締役社長 副会長

・トータル企画(株) 代表取締役 係長

・(株)ジムニーワークス 代表取締役 代表取締役

・大雪地ビール(株) 代表取締役 営業部長

・(株)トータル運輸 代表取締役 係長

・(株)イースト・デイリー 代表取締役社長 取締役部長

・(株)ポーラ　北海道エリア ゼネラルマネージャー ゼネラルマネージャー

・宮脇グループホールディングス(株) 代表取締役 上席顧問

・(株)エフビーエス 代表取締役社長 弟子屈ﾗｰﾒﾝ運営本部長

・時計台バス(株) 代表取締役社長 常務取締役

・(株)ほんま 代表取締役社長 営業部課長

・(株)ＪＳＣ 取締役 取締役

・(株)ナチュラルアイランド 代表取締役社長 室長

・花カフェアイバレー 代表 代表

「ウポポイ官民応援ネットワーク」構成員名簿

名　　称 役職名
部会の参集範囲（◎は部会長）

企画部会 活性化部会
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・(株)ＦＵＪＩ 代表取締役社長 代表取締役社長


