第1回 北海道スポーツ観光連絡会議出席者名簿
分野別
行政

自治体

プロ球団

スポーツ団体

旅行業界

所属団体等名称
北海道経済産業局 産業部サービス産業室
北海道経済産業局 産業部サービス産業室
北海道教育庁 生涯学習推進局文化・スポーツ課
北海道教育庁 生涯学習推進局文化・スポーツ課

出席者
室長補佐 畔木 智己
係長 渡部 哲典
主幹 小島 孝二
主査 松井 晃之

札幌市 観光文化局観光コンベンション部
札幌市 市長政策室政策企画部
札幌市 経済局産業振興部
当別町 経済部商工課
小樽市 産業港湾部 観光振興室
赤井川村 産業課
ニセコ町 商工観光課
泊村 産業課
岩見沢市 経済部商工観光課
旭川市 経済観光部観光課
滝川市 商工観光課産業観光連携室
深川市 経済・地域振興部商工労働観光課
栗山町 くりやまブランド推進室
栗山町 教育委員会社会教育グループ
美瑛町 商工観光課
苫小牧市 産業経済部商業観光課
登別市 観光経済部 観光振興グループ
安平町 まちづくり推進課
帯広市 教育委員会生涯学習部スポーツ振興室
浦幌町 産業課
釧路市 観光振興室
羽幌町 商工観光課

観光振興担当課長 齊藤 政文
プロジェクト担当課長 北川 憲司
新産業担当課長 大島 和幸
課長 長谷川 敏
主査 和田 信治
課長 多田 幸夫
係長 前原 功治
課長 飯田 有二
係長 柿崎 秀史
主査 菅原 稔
主査 前田 昌敏
係長 矢櫃 博
主事 三木 貴光
主査 名内 隆
課長 中山 勝利
係長 伊藤 貴文
観光主幹 松田 毅
主査 三浦 和則
主任 齊藤 慶嗣
主査 山本 和枝
係長 佐々木 和史
課長 三浦 義之

北海道日本ハムファイターズ
（株）北海道フットボールクラブ
（株）北海道フットボールクラブ
(株)Fantasia Entertainment

事業推進部長 前沢 賢
代表取締役社長 矢萩 竹美
専務取締役 岡田 俊介

（財）北海道体育協会
(財)北海道サッカー協会
全日本ノルディックウォーク連盟 北海道連盟本部

事務局参与 村端 靖男
専務理事 佐藤 公一
事務局長 戸部 耕三

NPO法人北海道ベースボールクラブ（札幌ホーネッツホーネッツ・レディース）

理事 ゼネラルマネージャー 高橋 一彦

北海道山岳連盟
北海道山岳連盟
北海道山岳連盟
（財）滝川市体育協会
北海道カーリング協会
北海道ボブスレー・スケルトン連盟
北海道ボブスレー・スケルトン連盟
（財）苫小牧市体育協会
北海道ゴルフ観光協会
北海道ゴルフ観光協会
北海道ゴルフ観光協会
北海道ゴルフ観光協会
北海道ゴルフ観光協会
北海道ボウリング連盟

会長 小野 倫夫
理事長 神山 健
事務局長 石丸 芳子
事務局長 割出 政明
総務委員 金内 紀子
理事長 城田 仁
副理事長 佐高 博之
管理係長 小金澤 周平
会長 高橋 成司
代表幹事 高橋 尚子
幹事 土田 博文
幹事 増井 龍一
幹事 太田 康裕
理事 岡村 順一

(社)日本旅行業協会 北海道支部
日本ホテル協会北海道支部
（社）国際観光旅館連盟 北海道支部
（社）日本観光旅館連盟 北海道支部連合会
北海道旅行業協同組合
(株)近畿日本ツーリスト北海道
全日本空輸（株）
全日本空輸（株） 札幌支店販売計画部販売計画課
(株)日本航空インターナショナル
スカイマーク㈱千歳空港支店 総務課
JR北海道 鉄道事業本部 営業部
(株)JTB北海道
(株)日本旅行北海道 旅行事業部
（株）サンサポート北海道
(株)丸ヨ池内
(株)北海道宝島旅行社
トップツアー(株)札幌支店
富良野・美瑛広域観光圏協議会
富良野・美瑛広域観光圏協議会
富良野広域圏経済活性化協議会
北海道索道協会
ふらの観光協会

支部長 佐藤 誠之
事務局長 鴈原 勝俊
事務局長 清野 昭男
専務理事 大野 忠雄
理事長 佐藤 達雄
取締役営業部長 池田 浩
札幌支店副支店長 菅谷 とも子
齊藤 圭
札幌支店副支店長 大杉 悟朗
橋谷 貴治
課長 横山 浩二

備考

健康都市宣言
スポーツ都市宣言
スポーツ元気都市くりやま
スポーツ都市宣言
スポーツ都市宣言
スポーツ都市宣言

代表取締役・オーナー 水澤 佳寿子

取締役営業推進本部長 笹本 潤一

課長 五十嵐 信也
代表取締役社長 中村 正
経営企画担当マネージャー 山川 裕之

代表取締役社長 鈴木 宏一郎
副支店長 中山 美裕
（富良野市商工観光課）係長 桑島 博
（富良野市商工観光課）係員 松木 政治

プロジェクトマネージャー 松澤 憲司

専務理事 菅原 秀明
営業戦略室長 下山 利幸

（株）近畿日本ツーリスト北海道 代表取締役

アスリート

（株）F.I.T
医療法人社団 稜歩会 神戸クリニック
(株)クラッキ
(株)クラッキ
(株)クラッキ
北海道スノースポーツミーティング
北海道スノースポーツミーティング

船木 和喜
山田 いずみ
山田 雅志
黄川田 賢司
堀井 岳也
森脇 俊文
井山 敬介

メディア

北海道新聞 広告局営業本部
北海道新聞 広告局営業本部
北海道新聞 広告局営業本部
北海道新聞 広告局営業本部
北海道新聞 広告局営業本部
北海道新聞 経営企画室
（株）パークゴルフビュー

営業第2部長 土屋 敦司
営業第5部長 佐藤 英明
営業第2部次長 窪田 大介
営業第5部次長 和田 範能
営業第4部次長 谷嶋 真行
部次長 加藤 義典
代表取締役 戸沼 禮二

経済団体

北海道経済連合会
北海道商工会議所連合会
北海道商工会議所連合会

地域政策部次長 平沢 信
地域振興担当部長 西村 優
企画担当部長 丸子 剛史

教育関係

札幌国際大学
札幌国際大学

観光学部 学部長 森 雅人
講師 村田 真一
北海道大学 観光学高等研究センター 大学院観光創造専攻 特任教授 臼井 冬彦
札幌大学 経営学部 大学院経営学科研究科
教授 千葉 博正

その他

ルネッサンスサッポロホテル
ルネッサンスサッポロホテル
北海道コカ・コーラボトリング(株) リテール事業部

副総支配人 柳島 司
宿泊セールス副支配人 伊藤 浩士

執行役員 上島 信一
課長 吉田 貴彦
北海道キリンビバレッジ(株) 市場開発部
部長代理 粟野 正己
北海道キリンビバレッジサービス(株) 営業部市場開発担当 担当部長 山本 淳一
北海道キリンビバレッジサービス(株) 営業部市場開発担当 リーダー 橋本 博司
一般社団法人 札幌・北海道コンテンツ戦略機構
企画部係長 伊藤 奈美
加森観光（株） 営業企画
課長 石田 信一
加森観光（株） 営業企画
貝森 洋
チーフプロデューサー 山根 義之
(株)ダブルス
一般社団法人 シーニックバイウェイ支援センター
広報部長 かとう けいこ
（株）アイキュー
代表取締役 土岐一幸
（株）ノースワールドジャパン
北 祥一郎
夕張リゾート(株) マーケティング部
課長 米澤 僚
夕張リゾート(株) マーケティング部
営業課長 金澤 信也
ノーステック財団 クラスター推進部
統括次長 遠藤 正
中央バス観光商事(株)ニセコアンヌプリ国際スキー場 常務取締役支配人 藤澤 東司雄
(株)エムジー・コーポレーション
代表取締役社長 後藤 洋
(株)エムジー・コーポレーション
出版開発部部長 岡田 勝
NPO法人北海道ランジョグ倶楽部
理事 七戸 司
NPO法人北海道ランジョグ倶楽部
理事 花岡 俊行
(株)ウィンケル
代表取締役 米花 正浩
京王プラザホテル札幌
支配人 岩坂 明
北海道運輸局
局長 尾澤 克之
北海道運輸局
次長 和田 昌雄
北海道運輸局
企画観光部長 小林 稔
北海道経済部観光局
国際観光Ｇｒ主幹 門馬 政司
北海道経済部観光局
国際観光Ｇｒ主幹 成田 識行
(社)北海道観光振興機構
専務理事 北山 憲武
(社)北海道観光振興機構
企画部担当部長 斎藤 知行

北海道コカ・コーラボトリング(株) リテール事業部法人営業部法人３課

事務局

出席者：122名

スキージャンプ
スキージャンプ
元コンサドーレ
元コンサドーレ
元コンサドーレ
運動パーソナルトレーナー
全日本ナショナルデモンストレーター

