
（敬称略）

区分 団体・機関等 役職 代表者

室蘭商工会議所 会頭 栗林　和徳

苫小牧商工会議所 会頭 宮本　知治

登別商工会議所 会頭 木村　義恭

伊達商工会議所 会頭 寿浅　弘幸

豊浦町商工会 会長 小川　晃司

壮瞥町商工会 会長 堀口　一夫

白老町商工会 会長 熊谷　威二

厚真町商工会 会長 寺坂　文秀

洞爺湖町商工会 会長 鈴木　雅善

安平町商工会 会長 小林　正道

むかわ町商工会 会長 山崎　満敬

日高町商工会 会長 武田　卓也

平取町商工会 会長 津川　司

新冠町商工会 会長 橋本　正美

浦河商工会議所 会頭 上田　正則

様似町商工会 会長 工藤　仁

えりも町商工会 会長 菊地　竹勇

新ひだか町商工会 会長 幌村　司

交通事業者 道南バス㈱ 代表取締役社長 石橋　博信

東日本高速道路㈱北海道支社苫小牧管理事務所 所長 伊東　博文

(一社)室蘭観光協会 会長 石橋　博信

(一社)苫小牧観光協会 会長 福原　次郎

(一社)登別国際観光コンベンション協会 会長 唐神　昌子

NPO法人だて観光協会 会長 大坪　鐵雄

NPO法人豊浦観光ネットワーク 理事長 金丸　孝

NPO法人そうべつ観光協会 会長 阿野　裕司

(一社)白老観光協会 会長 福田　茂穂

厚真町観光協会 会長 池川　徹

(一社)洞爺湖温泉観光協会 会長 大西　英生

NPO法人洞爺まちづくり観光協会 会長 岡﨑　訓

(一社)あびら観光協会 会長 小林　正道

(一社)むかわ町観光協会 会長 冨士　隆久

(一社)日高町観光協会 代表理事 神保　一哉

平取町観光協会 会長 川上　満

新冠町観光協会 会長 中山　智仁

(一社)浦河観光協会 会長 木田　尚孝

様似町観光協会 会長 久野　俊昭

えりも観光協会 会長 菅沼　敏昭

新ひだか観光協会 会長 佐藤　雅裕

平取建設協会 会長 五十嵐　千津雄

びらとり農業協同組合 代表理事組合長 仲山　浩

北洋銀行苫小牧中央支店 執行役員支店長 増田　仁志

苫小牧信用金庫 会長 石田　芳人

北海道銀行苫小牧支店 執行役員支店長 松永　直己

とまこまい広域農業協同組合 代表理事組合長 秋永　徹
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その他の民間団体



(一社)登別室蘭青年会議所 理事長 上村　正人

(一社)苫小牧青年会議所 理事長 丹治　秀章

(一社)伊達青年会議所 理事長 三好　和美

(一社)白老青年会議所 理事長 蒲原　亮平

日高中部青年会議所 理事長 半澤　豊

浦河青年会議所 理事長 伊藤　勇二

自治体 室蘭市 市長 青山　剛

苫小牧市 市長 岩倉　博文

登別市 市長 小笠原　春一

伊達市 市長 菊谷　秀吉

豊浦町 町長 村井　洋一

壮瞥町 町長 佐藤　秀敏

白老町 町長 戸田　安彦

厚真町 町長 宮坂　尚市朗

洞爺湖町 町長 真屋　敏春

安平町 町長 及川　秀一郎

むかわ町 町長 竹中　喜之

日高町 町長 大鷹　千秋

平取町 町長 川上　満

新冠町 町長 鳴海　修司

浦河町 町長 池田　拓

様似町 町長 坂下　一幸

えりも町 町長 大西　正紀

新ひだか町 町長 大野　克之

室蘭市議会 議長 金濱　元一

苫小牧市議会 議長 木村　司

登別市議会 議長 成田　昭浩

伊達市議会 議長 寺島　徹

豊浦町議会 議長 工藤　敏和

壮瞥町議会 議長 松本　勉

白老町議会 議長 山本　浩平

厚真町議会 議長 渡部　孝樹

洞爺湖町議会 議長 佐々木　良一

安平町議会 議長 牧田　弘満

むかわ町議会 議長 小坂　利政

日高町議会 議長 西尾　英俊

平取町議会 議長 鈴木　修二

新冠町議会 議長 芳住　革二

浦河町議会 議長 佐々木　孝雄

様似町議会 議長 坂本　好則

えりも町議会 議長 成田　一人

新ひだか町議会 議長 福嶋　尚人

北海道開発局室蘭開発建設部 部長 平野　令緒

北海道運輸局室蘭運輸支局 支局長 内柴　一茂

北海道胆振総合振興局 局長 山口　修二

北海道日高振興局 局長 松浦　英則

長万部町 町長 木幡　正志

北海道旅客鉄道㈱ 鉄道事業本部営業部長 萩原　国彦
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青年会議所

　苫小牧地方総合
　開発期成会
　室蘭地方総合開
　発期成会
　日高地方総合開
　発期成会


