
第６１回苫小牧港まつり 

実行委員会名簿 

（平成２８年７月１５日現在） 



第61回苫小牧港まつり実行委員会役員名簿 【総務部】

実行委員会役職 氏　　名 推薦企業・団体等 役　　職

実行委員長 岩　倉　博　文 苫小牧市 市長

実行委員長代行 宮　本　知　治 苫小牧商工会議所 会頭

副実行委員長 松　本　紘　昌 苫小牧商工会議所 副会頭

副実行委員長 石　橋　弘　次 苫小牧商工会議所 副会頭

副実行委員長 石　森　　　亮 苫小牧商工会議所 副会頭

副実行委員長 市　町　峰　行 苫小牧商工会議所 副会頭

副実行委員長 星　野　岳　夫 (一社)苫小牧観光協会 副会長

総務部長 福　原　　　功 苫小牧市産業経済部 部長

総務部総括副部長 望　月　　　樹 苫小牧市産業経済部産業振興室 室長

総務部副部長 梶　川　　　昇 （有）アートスタジオＮＯＮ 代表取締役社長

総務部副部長 佐　藤　幸　博 アート印刷 代表

総務部副部長 玉　川　健　仁 タマガワ塗装（株） 代表取締役

総務部副部長 牧　野　敏　夫 苫小牧地区自動車整備(協) 専務理事

総務部副部長 渡　部　　　勲 （一社）苫小牧建設協会 専務理事

総務部副部長 深　澤　治　稔 トヨタ自動車北海道（株） 総務部担当部長

総務部副部長 本　間  鉄　雄 岩倉建設㈱ 取締役事務部長

総務部副部長 松　田　鳴　光 太平洋フェリー（株）苫小牧営業所 所長

総務部副部長 佐　藤　　　聰 苫小牧ホテル旅館組合 組合長

総務部副部長 草　刈　桂　二 （株）ＮＴＴ東日本‐北海道　苫小牧支店 担当課長

総務部副部長 澤　向　　　裕 苫小牧管工事業協同組合 理事

総務部副部長 相　馬　裕　明 苫小牧港開発（株） 総務部付課長

総務部副部長 河　本　充　教 苫小牧市産業経済部商業振興課 課長

総務部副部長 大　橋　　　透 苫小牧市産業経済部企業立地課 課長

総務部副部長 加賀谷　　　隆 苫小牧市産業経済部工業労政課 課長

総務部副部長 林　崎　竹　亜 苫小牧市産業経済部農業水産課 課長

総務部副部長 三　浦　　　修 苫小牧市産業経済部テクノセンター 副館長

総務部副部長 伊　藤　貴　文 苫小牧市産業経済部企業立地課 副主幹

総務部副部長 秋　山　集　一 苫小牧市商店街振興組合連合会 理事長

総務部副部長 板　敷　倫　明 日本軽金属(株)苫小牧製造所 総務係長

総務部副部長 山　岸　浩　之 日本製紙（株）北海道工場 事務部総務課調査役

総務部副部長 村　上　征　幸 菱中建設（株） 総務課課長代理

総務部副部長 清　水　隆　史 北海道電力（株）苫小牧支店 企画総務グループリーダー

総務部副部長 花　井　洋　達 王子製紙(株)苫小牧工場 事務部グループマネージャー

総務部副部長 佐　藤　竜　一 出光興産（株）北海道製油所 総務課長代理

総務部副部長 池　渕　雅　宏 苫小牧港管理組合 港湾振興室長

総務部委員 畑　中　　　稔 ㈱久恵比寿 代表取締役社長

総務部委員 銅　　　　　真 苫小牧市産業経済部商業振興課 主査

総務部委員 由　利　浩　二 苫小牧市産業経済部商業振興課 主査

総務部委員 五十嵐　寛　弥 苫小牧市産業経済部商業振興課 主事

総務部委員 島　田　晴　香 苫小牧市産業経済部商業振興課 主事

総務部委員 高　橋　栄　斗 苫小牧市産業経済部商業振興課 主事

総務部委員 高　坂　　　聡 苫小牧市産業経済部企業立地課 主査

総務部委員 鎌　田　真　行 苫小牧市産業経済部企業立地課 主査

総務部委員 伊　藤　千　尋 苫小牧市産業経済部企業立地課 主事

総務部委員 渡　辺　末　雄 苫小牧商工会議所 中小企業相談所長

ハスカップレディ担当副部長 藤　岡　照　宏 (一社)苫小牧観光協会 専務理事

ハスカップレディ担当副部長 河　本　充　教 苫小牧市産業経済部商業振興課 課長

監事 大　沼　　　徹 苫小牧金融協会 会長

監事 谷　岡　裕　司 苫小牧市町内会連合会 会長
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第61回苫小牧港まつり実行委員会役員名簿 【宣伝事業部】

実行委員会役職 氏　　名 推薦企業・団体等 役　　職

宣伝事業部長 佐　藤　　　聰 ホテル杉田 代表取締役

宣伝事業部総括副部長 桜　田　　　斎 苫小牧市産業経済部企業立地推進室 室長

宣伝事業部副部長 伊　藤　　　仁 （株）ＪＴＢ北海道苫小牧支店 支店長

宣伝事業部副部長 成　田　富貴子 カクサダクリーニング㈱ 常務取締役

宣伝事業部副部長 堀　　　孝　子 （株）ホテルニュー王子 代表取締役社長

宣伝事業部副部長 北　村　政　幸 鹿島建設（株）北海道支店苫小牧営業所 営業部長

宣伝事業部副部長 門　脇　考　靖 （株）いすゞショップマルマン 代表取締役社長

宣伝事業部副部長 河　本　充　教 苫小牧市産業経済部商業振興課 課長

宣伝事業部副部長 大　橋　　　透 苫小牧市産業経済部企業立地課 課長

宣伝事業部副部長 加賀谷　　　隆 苫小牧市産業経済部工業労政課 課長

宣伝事業部副部長 林　崎　竹　亜 苫小牧市産業経済部農業水産課 課長

宣伝事業部副部長 三　浦　　　修 苫小牧市産業経済部テクノセンター 副館長

宣伝事業部副部長 伊　藤　貴　文 苫小牧市産業経済部企業立地課 副主幹

宣伝事業部委員 堤　　　浩　二 ㈱苫小牧民報社 総務局次長

宣伝事業部委員 志　方　晴　樹 （株）志方写真工芸社 代表取締役社長

宣伝事業部委員 上　村　尚　也 三井生命保険（株）苫小牧支社 支社長

宣伝事業部委員 山　田　新　一 北光印刷㈱ 代表取締役

宣伝事業部委員 銅　　　　　真 苫小牧市産業経済部商業振興課 主査

宣伝事業部委員 由　利　浩　二 苫小牧市産業経済部商業振興課 主査

宣伝事業部委員 高　橋　栄　斗 苫小牧市産業経済部商業振興課 主事

宣伝事業部委員 能　代　恵　子 苫小牧市産業経済部工業労政課 主査

宣伝事業部委員 廣　川　健　夫 苫小牧市産業経済部工業労政課 主事

宣伝事業部委員 佐　藤　尚　貴 苫小牧市産業経済部工業労政課 主事

宣伝事業部委員 遠　藤　朗　子 苫小牧市産業経済部農業水産課 主査

宣伝事業部委員 川　村　勇　気 苫小牧市産業経済部農業水産課 主査

宣伝事業部委員 宇　野　宏　治 苫小牧市産業経済部農業水産課 主任主事
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第61回苫小牧港まつり実行委員会役員名簿 【市民おどり部】

実行委員会役職 氏　　名 推薦企業・団体等 役　　職

市民おどり部長 加賀谷　光　昭 苫小牧市町内会連合会 副会長

市民おどり部総括副部長 望　月　　　樹 苫小牧市産業経済部産業振興室 室長

市民おどり部副部長 渋　谷　政　義 （株）新生 監査役

市民おどり部副部長 佐久間　賢　祐 苫小牧駒澤大学 学長

市民おどり部副部長 大　滝　敏　之 苫小牧駒澤大学 事務長

市民おどり部副部長 佐　藤　靖　浩 苫小牧市スポーツ少年団美園スラッガ－ズ 監督

市民おどり部副部長 河　本　充　教 苫小牧市産業経済部商業観光課 課長

市民おどり部副部長 大　橋　　　透 苫小牧市産業経済部企業立地課 課長

市民おどり部副部長 加賀谷　　　隆 苫小牧市産業経済部工業労政課 課長

市民おどり部副部長 林　崎　竹　亜 苫小牧市産業経済部農業水産課 課長

市民おどり部副部長 伊　藤　辰　夫 苫小牧市産業経済部公設地方卸売市場 場長

市民おどり部副部長 三　浦　　　修 苫小牧市産業経済部テクノセンター 副館長

市民おどり部副部長 伊　藤　貴　文 苫小牧市産業経済部企業立地課 副主幹

市民おどり部副部長 酒　井　　　明 苫小牧市商店街振興組合連合会 副理事長

市民おどり部副部長 宮　田　俊　江 苫小牧市町内会連合会婦人部会 会長

市民おどり部副部長 工　藤　幾　子 苫小牧市町内会連合会婦人部会 副会長

市民おどり部副部長 金　子　貴　之 苫小牧信用金庫　業務部 上席調査役

市民おどり部副部長 伊　部　卓　嗣 苫小牧信用金庫　業務部 調査役

市民おどり部副部長 鈴　木　花次雄 ㈱四季舎 代表取締役

市民おどり部副部長 塙　　　昭　子 塙民謡舞踊会 会主

市民おどり部副部長 鈴　木  節　子 塙民謡舞踊会 総務

市民おどり部副部長 尾　形　美喜代 塙民謡舞踊会 会計

市民おどり部副部長 松　木　京　子 塙民謡舞踊会 会計

市民おどり部副部長 渡　辺　はるみ 塙民謡舞踊会 総務

市民おどり部副部長 加賀谷　壽　男 苫小牧市町内会連合会 副会長

市民おどり部副部長 木　村　健　二 苫小牧市町内会連合会 副会長

市民おどり部副部長 原　野　敏　幸 日新草笛町内会 総務部長

市民おどり部副部長 山　内　　　勉 日新草笛町内会 会館管理部長

市民おどり部副部長 林　川　幸　雄 沼ノ端北栄町内会 顧問

市民おどり部副部長 石　井　之　博 苫小牧市町内会連合会 事務局

市民おどり部委員 福　井　洋　幸 （有）苫小牧広告美術社 代表取締役社長

市民おどり部委員 川　島　和　浩 苫小牧駒澤大学 学生サポートセンター長

市民おどり部委員 星　　　扶美子 苫小牧駒澤大学 学生サポートセンター課長補佐

市民おどり部委員 荒　澤　義　寛 苫小牧駒澤大学 学生サポートセンター課長補佐

市民おどり部委員 名　越　恵　子 苫小牧駒澤大学 学生サポートセンター

市民おどり部委員 銅　　　　　真 苫小牧市産業経済部商業観光課 主査

市民おどり部委員 由　利　浩　二 苫小牧市産業経済部商業観光課 主査

市民おどり部委員 島　田　晴　香 苫小牧市産業経済部商業観光課 主事

市民おどり部委員 五十嵐　寛　弥 苫小牧市産業経済部商業観光課 主事

市民おどり部委員 能　代　恵　子 苫小牧市産業経済部工業労政課 主査

市民おどり部委員 廣　川　健　夫 苫小牧市産業経済部工業労政課 主事

市民おどり部委員 佐　藤　尚　貴 苫小牧市産業経済部工業労政課 主事
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第61回苫小牧港まつり実行委員会役員名簿 【市民おどり部】

実行委員会役職 氏　　名 推薦企業・団体等 役　　職

市民おどり部委員 遠　藤　朗　子 苫小牧市産業経済部農業水産課 主査

市民おどり部委員 川　村　勇　気 苫小牧市産業経済部農業水産課 主査

市民おどり部委員 成　田　智　哉 苫小牧市産業経済部農業水産課 主事

市民おどり部委員 高　坂　　　聡 苫小牧市産業経済部企業立地課 主査

市民おどり部委員 鎌　田　真　行 苫小牧市産業経済部企業立地課 主査

市民おどり部委員 伊　藤　千　尋 苫小牧市産業経済部企業立地課 主事

市民おどり部委員 木　戸　光　三 苫小牧市産業経済部公設地方卸売市場 主査

市民おどり部委員 柴　田　義　光 苫小牧市産業経済部テクノセンター 主査

市民おどり部委員 高　橋　保　行 苫小牧市産業経済部テクノセンター 主査

市民おどり部委員 田　村　洋　次 道南バス（株）苫小牧営業所 所長

市民おどり部委員 猪　股　眞　樹 道南バス（株）苫小牧営業所 センター長

市民おどり部委員 田　村　節　子 苫小牧市町内会連合会婦人部会 副会長

市民おどり部委員 吉　江　加代子 苫小牧市町内会連合会婦人部会 理事

市民おどり部委員 秋　保　洋　子 苫小牧市町内会連合会婦人部会 理事

市民おどり部委員 殿　山　美津江 苫小牧市町内会連合会婦人部会 理事

市民おどり部委員 半　澤　真佐子 苫小牧市町内会連合会婦人部会 理事

市民おどり部委員 太　田　紀美江 苫小牧市町内会連合会婦人部会 理事

市民おどり部委員 大　友　雅　子 汐見町町内会 婦人部会員

市民おどり部委員 佐々木　雪　子 沼ノ端北栄町内会 婦人部会員
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第61回苫小牧港まつり実行委員会役員名簿 【ステージ行事部】

実行委員会役職 氏　　名 推薦企業・団体等 役　　職

ステージ行事部長 山　本　康　二 （一社）苫小牧青年会議所 副理事長

ステージ行事部副部長 小　田　　　実 （株）ＮＴＴ東日本‐北海道　苫小牧支店 支店長

ステージ行事部副部長 岡　崎　純　也 アクサ生命保険㈱苫小牧営業所 所長

ステージ行事部副部長 石　倉　英　男 札幌テレビ放送（株）苫小牧・室蘭放送局 局長

ステージ行事部副部長 大津山　泰　斗 （一社）苫小牧青年会議所 事業室担当常任理事

ステージ行事部副部長 大　宮　久　司 （一社）苫小牧青年会議所 おまつり委員会委員長

ステージ行事部委員 久　保　卓　也 （一社）苫小牧青年会議所 おまつり委員会副委員長

ステージ行事部委員 片　山　寿　生 （一社）苫小牧青年会議所 おまつり委員会幹事

ステージ行事部委員 大　上　真　也 （一社）苫小牧青年会議所 おまつり委員会委員

ステージ行事部委員 黒　瀧　優　一 （一社）苫小牧青年会議所 おまつり委員会委員

ステージ行事部委員 西　村　直　行 （一社）苫小牧青年会議所 おまつり委員会委員

ステージ行事部委員 廣　島　貴　典 （一社）苫小牧青年会議所 おまつり委員会委員

ステージ行事部委員 藤　井　圭　介 （株）アセット宮本 代表取締役

ステージ行事部委員 高　橋　徹　哉 （株）苫小牧プロパン 代表取締役社長
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第61回苫小牧港まつり実行委員会役員名簿 【パレード・協賛行事部】

実行委員会役職 氏　　名 推薦企業・団体等 役　　職

パレード・協賛行事部長 志　賀　　　勉 苫小牧商工会議所 専務理事

パレード・協賛行事部総括副部長 長　居　順　一 苫小牧電気工事業協同組合 理事長

パレード・協賛行事部副部長 伊　部　廣　明 北海道クリーン開発㈱ 代表取締役

パレード・協賛行事部副部長 竹　澤　美　幸 とまこまい広域農業協同組合苫小牧支所 支所長

パレード・協賛行事部副部長 松　原　敏　行 苫小牧吹奏楽連盟 理事長

パレード・協賛行事部副部長 三　上　　　保 北海道私立幼稚園協会苫小牧・日高支部 苫小牧中央幼稚園　園長

パレード・協賛行事部副部長 山　本　裕　一 ㈱日専連パシフィック 部長

パレード・協賛行事部副部長 堤　　　浩　二 ㈱苫小牧民報社 総務局次長

パレード・協賛行事部副部長 佐　藤　敏　行 ㈱北海道新聞苫小牧支社 営業部次長

パレード・協賛行事部副部長 青　山　泰　夫 苫小牧港建設会社連絡協議会 会長

パレード・協賛行事部委員 津　野　孝　浩 （株）キミシマ 代表取締役社長

パレード・協賛行事部委員 神　田　英　俊 神田産業(株) 代表取締役

パレード・協賛行事部委員 山　田　浩　幸 ㈱日専連パシフィック 部長

パレード・協賛行事部委員 石　岡　　　健 苫小牧吹奏楽連盟 事務局長

パレード・協賛行事部委員 山　内　　　秀 苫小牧吹奏楽連盟 顧問

パレード・協賛行事部委員 越　戸　昭　仁 ㈱苫小牧民報社 総務局部長

パレード・協賛行事部委員 三　上　　　保 苫小牧中央幼稚園 園長

パレード・協賛行事部委員 水　越　拓　也 （一社）苫小牧青年会議所 おまつり委員会委員

パレード・協賛行事部委員 吉　川　　　肇 （一社）苫小牧青年会議所 おまつり委員会委員
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第61回苫小牧港まつり実行委員会役員名簿 【海事部】

実行委員会役職 氏　　名 推薦企業・団体等 役　　職

海事部長 高　橋　裕　司 ㈱栗林商会苫小牧支社 支社長代理

海事部副部長 松　村　　　要 岩倉海陸運輸㈱ 常務取締役

海事部副部長 澤　田　義　文 ㈱苫小牧協和サービス 取締役管理部長

海事部副部長 佐　野　雅　章 苫小牧栗林運輸㈱ 現業部副部長

海事部副部長 亀卦川　　　亘 苫小牧港開発（株） ターミナル事業部副部長

海事部副部長 江　草　佳　紀 苫小牧埠頭（株） 港運事業部主席調査役

海事部副部長 森　井　真　一 苫小牧北倉港運（株） 港運営業グループリーダー

海事部副部長 高　橋　　　好 苫小牧木材港運(株) 代表取締役専務

海事部副部長 篠　原　一　実 ナラサキスタックス㈱ 港運部長

海事部副部長 鈴　木  秀　幸 日本通運㈱苫小牧支店 港運課長

海事部副部長 小　川　孝　夫 ノーススタートランスポート（株）苫小牧支店 課長

海事部副部長 江　幡　　　剛 菱中海陸運輸㈱ 営業統括本部輸出入課長

海事部副部長 柳　　　孝　信 （株）フジトランスコーポレーション 主査

海事部副部長 秋　津　拓　也 北旺運輸㈱ 取締役海運事業部長

海事部副部長 西　本　信　也 北海運輸（株)苫小牧支店 副部長

海事部副部長 永　宮　達　矢 商船三井フェリー㈱苫小牧支店 支店長

海事部副部長 尾　本　英　二 苫小牧漁業協同組合 参事

海事部副部長 松　原　敏　行 苫小牧港管理組合 業務経営課長

海事部副部長 伊　藤　辰　夫 苫小牧市産業経済部公設地方卸売市場 場長

海事部副部長 佐　藤　敏　行 ㈱北海道新聞苫小牧支社 営業部次長

海事部委員 赤　澤　一　貴 苫小牧漁業協同組合 総務課長

海事部委員 木　戸　光　三 苫小牧市産業経済部公設地方卸売市場 主査
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第61回苫小牧港まつり実行委員会役員名簿 【施設部】

実行委員会役職 氏　　名 推薦企業・団体等 役　　職

施設部長 下　山　晋　也 王子製紙(株)苫小牧工場 事務部マネージャー

施設部副部長 平　井　裕　治 丸彦渡辺建設㈱苫小牧支店苫小牧事業所 所長

施設部副部長 木　谷　譲　介 新王建設㈱ 工事長

施設部副部長 菅　原　敏　昭 苫小牧市都市建設部緑地公園課 課長

施設部副部長 小　西　久　志 苫小牧市都市建設部道路維持課 課長

施設部副部長 柴　山　秀　雄 菱中建設(株)建築部リニューアル課 課長

施設部副部長 矢　野　　　進 北海電気工事㈱苫小牧支店 課長

施設部副部長 村　井　幸　治 北海道電力（株）苫小牧支店 配電グループリーダー

施設部委員 林　　　美　樹 王子不動産(株)北海道支店 建設部グループマネージャー

施設部委員 菅　野　　　拓 苫小牧市都市建設部道路維持課 維持係長

施設部委員 佐　田　尚　史 苫小牧市都市建設部緑地公園課 公園維持係長

施設部委員 高　橋　良　弘 北海電気工事（株）苫小牧支店 課長
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第61回苫小牧港まつり実行委員会役員名簿 【警備部】

実行委員会役職 氏　　名 推薦企業・団体等 役　　職

警備部長 片　原　雄　司 苫小牧市市民生活部 部長

警備部総括副部長 小　泉　幸　一 苫小牧市交通安全指導員会 会長

警備部副部長 荒　木　義　信 苫小牧市交通安全協会 副会長

警備部副部長 用　田　史　門 苫小牧市市民生活部 次長

警備部副部長 野　水　　　充 苫小牧市市民生活部安全安心生活課 課長

警備部副部長 徳　永　　　豊 苫小牧市市民生活部安全安心生活課 主幹

警備部副部長 長谷川　文　作 苫小牧市少年指導センター 所長

警備部副部長 松　村　順　子 苫小牧市防犯協会 副会長

警備部副部長 工　藤　基　樹 苫小牧市総合政策部まちづくり推進室まちづくり推進課 主幹

警備部委員 前　田　博　文 苫小牧市防犯協会 事務局員

警備部委員 松　山　竹　志 苫小牧市交通安全協会 専務理事

警備部委員 山　口　　　勉 苫小牧市交通安全協会 事務局長

警備部委員 本　間　憲　博 苫小牧市交通安全指導員会 副会長

警備部委員 瀬　川　清　美 苫小牧市交通安全指導員会 副会長

警備部委員 佐々木　正　嘉 苫小牧市交通安全指導員会 副会長

警備部委員 黒　川　　　力 苫小牧市交通安全指導員会 副会長

警備部委員 大　西　明　雄 苫小牧市市民生活部安全安心生活課 主査

警備部委員 川　上　昇　一 苫小牧市市民生活部安全安心生活課 主査

警備部委員 稲　葉　祐　治 苫小牧市市民生活部安全安心生活課 交通安全推進員

警備部委員 川　端　　　渉 苫小牧市市民生活部安全安心生活課 係長

警備部委員 北　島　雅　司 苫小牧市市民生活部安全安心生活課 主任主事

警備部委員 佐　藤　卓　二 苫小牧市市民生活部安全安心生活課 嘱託員

警備部委員 稲　場　美　鈴 苫小牧市市民生活部安全安心生活課 事務員
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第61回苫小牧港まつり実行委員会役員（顧問・参与）
●顧問

役職 氏　　名 事　業　所・団　体 職

顧問 秋　永　　　徹 とまこまい広域農業協同組合 代表理事組合長

顧問 秋　元　茂　樹 ナラサキスタックス（株） 取締役社長

顧問 秋　山　集　一 苫小牧市商店街振興組合連合会 理事長

顧問 安　藤　邦　夫 北海道議会議員

顧問 池　田　謙　次 苫小牧市議会 議長

顧問 池　田　博　明 北海道電力（株）苫小牧支店 苫小牧支店長

顧問 石　井　安　彦 北海道苫小牧保健所 室長

顧問 石　森　　　亮 苫小牧港開発（株） 代表取締役社長

顧問 磯　崎　好　一 苫小牧漁業協同組合 代表理事組合長

顧問 伊　藤　光　雄 苫小牧市交通安全協会 会長

顧問 上　原　　　毅 苫小牧市教育委員会 教育長職務代理者

顧問 遠　藤　　　連 北海道議会議員 議長

顧問 岡　本　泰　雄 (株)イワクラ 代表取締役社長

顧問 沖　田　清　志 北海道議会議員

顧問 小　田　　　実 （株）ＮＴＴ東日本-北海道苫小牧支店 支店長

顧問 海　原　邦　夫 北海道旅客鉄道（株）苫小牧駅 駅長

顧問 廉　澤　映　治 菱中建設（株） 代表取締役社長

顧問 金　子　富　男 苫東石油備蓄（株）苫小牧事業所 取締役事業所長

顧問 川　崎　千　信 苫小牧海上保安署 署長

顧問 河　村　好　雄 北海道石油共同備蓄（株）北海道事業所 取締役所長

顧問 木　村　　　忍 北海道運輸局室蘭運輸支局苫小牧海事事務所 所長

顧問 栗　林　成　光 苫小牧栗林運輸（株） 代表取締役社長

顧問 小　坂　利　政 苫小牧広域森林組合 代表理事組合長

顧問 今　野　武　夫 日本製紙（株）北海道工場 執行役員取締役工場長

顧問 佐々木　秀　郎 苫小牧港管理組合 専任副管理者

顧問 澤　山　秀　哉 出光興産（株）北海道製油所　 所長

顧問 篠　原　茂　昭 いすゞエンジン製造北海道（株） 代表取締役社長

顧問 進　藤　富三雄 王子製紙（株） 取締役苫小牧工場長

顧問 菅　原　秀　一 札幌入国管理局千歳苫小牧出張所 所長

顧問 田　浦　正　人 陸上自衛隊第７師団 師団長

顧問 高　橋　憲　司 苫小牧社交料飲店組合 組合長

顧問 田　中　義　克 トヨタ自動車北海道（株） 取締役社長

顧問 千　葉　政　幸 ㈱ほくせん苫小牧支店　 支店長

顧問 長　岡　久　人 苫小牧埠頭（株） 代表取締役社長

顧問 庭　山　正　平 苫小牧税関支署　 支署長

顧問 野　村　信　一 （協）日専連パシフィック 理事長

顧問 平　松　良　一 陸上自衛隊第７３戦車連隊 連隊長

顧問 福　原　次　郎 （一社）苫小牧観光協会 会長

顧問 藤　　　淳　一 （一社）苫小牧青年会議所 理事長

顧問 別　所　博　幸 室蘭開発建設部苫小牧港湾事務所 所長

顧問 堀　井　　　学 衆議院議員

顧問 水　嶋　清　孝 苫小牧管工事業協同組合 代表理事

顧問 宮　﨑　英　樹 （一社）苫小牧建設協会 会長

顧問 宮　﨑　英　樹 岩倉建設（株） 取締役社長

顧問 宮　本　知　治 苫小牧港湾振興会 会長

顧問 横　田　泰　正 （株）苫小牧民報社 代表取締役社長

顧問 米　田　寿　一 ＪＸ金属苫小牧ケミカル（株）　 代表取締役社長

顧問 脇　　　千　春 苫東コールセンター（株） 取締役社長

顧問 綿　引　義　昌 日本軽金属（株）苫小牧製造所　 製造所長
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第61回苫小牧港まつり実行委員会役員（顧問・参与）
●参与

役職 氏　　名 事　業　所・団　体

参与 石　倉　英　男 札幌テレビ放送（株）苫小牧･室蘭放送局　 局長

参与 伊　藤　洋　志 （株）室蘭民報社東部支社　 支社長

参与 臼　井　理　浩 読売新聞社（株）苫小牧支局　 支局長

参与 斎　藤　玄　行 (株)北海道新聞苫小牧支社　 支社長

参与 鈴　木　康　太 ＮＨＫ室蘭放送局苫小牧支局 支局長

参与 鈴　木　祐　二 ニューデジタルケーブル（株）　苫小牧ケーブルテレビ 所長

参与 田　中　敏　彦 北海道放送（株）苫小牧・室蘭支局　 苫小牧・室蘭支局長

参与 深　沢　　　博 朝日新聞社苫小牧支局　 支局長

参与 福　島　英　博 毎日新聞社（株）報道部苫小牧支局 支局長

参与 八　木　成　昭 (株)時事通信社苫小牧支局　 支局長
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