
役 職 名 委員会等役職 氏　　　　　名 所　　　　　属 所　属　住　所 所属℡ 所属Fax 備考

会　　長 髙　橋　秀  樹  昭和木材㈱  ２－２３ 31-4781 35-1190

副 会 長  事業研修委員長 山　崎　與  吉  男山㈱  永山２－７ 48-1931 48-1910

〃  厚生委員長 西　山　陽  一  西山坂田電気㈱  豊岡１２－２ 32-7122 32-7166

〃  広報委員長 野　村　幸  生  ㈱ノムラ  神楽３－２ 61-3611 61-3615

〃 媚　山　正  人  媚山鉄工㈱  東旭川北３－６ 36-1037 36-1058

〃 髙　橋　徳  松  三栄運輸㈱  永山北２－１１ 47-6245 47-6092

〃  組織委員長 山　本　倫　生  日本メディカルプロダクツ㈱  豊岡２－４ 32-5320 33-8749

〃  税制委員長 高　　　喜久雄  ㈱高組  ３－１９ 32-3501 33-9669

〃  総務委員長 木　幡　光　範  ㈱コハタ  永山２－３ 48-0136 48-7733

〃 角　谷　　　靖  ㈱キョクイチホールディングス  流通団地１－２ 48-3141 47-2244

常任理事  上川支部長 湯　川　秀　一  ㈱上川機械リース  上川町新光町 01658-2-1877  2-1889

〃  愛別支部長 長　屋　修  二  愛別モータース㈱  愛別町字南町２ 01658-6-5331  6-5332

〃  比布支部長 上　西　達　彦  ㈱上西新聞店  比布町中町２ 85-2011 85-2011 

〃  当麻支部長 平　井　健一郎  平井建設工業㈱  当麻町３－西３ 84-2630 84-2631 

〃  東川支部長 小　岩　昭　市  ㈱小岩組  東川町東町４ 82-2906 82-3569 

〃  美瑛支部長 小　杉　英　紀  ㈱小杉石油店  美瑛町西町１ 92-1101 92-1103 

〃  東神楽支部長 柳　沼　雅　彦  ㈱柳沼  東神楽町北２－東２ 83-2136 83-2125 

〃  工業団地支部長 佐々木　義　孝  ㈱サークル商事  工業団地２－１ 36-0311 36-0313 

〃  青年部会長 福　居　裕　二  ㈱福居製餡所  ２－２０ 31-5001 31-5014 

〃  女性部会長 佐々木　ひとみ  ㈱ササキ工芸  永山１４－３ 25-2288 22-2101 

〃  e-Tax特別委員長 佐々木　通　彦  ㈱エフ・イー  工業団地３－２ 36-4501 36-4502 

〃 小　川　諭　一  北海道富士興業㈱  ２－１９ 31-6111 31-6164 

〃 酒　井　保　則  ㈱酒井鋼材  東８－２ 26-5141 24-1380 

〃 柴　田　　　貢  ㈱ダイゼン  鷹栖町2962-136 59-3900 59-3700 

〃 髙　嶋  善　昭  ㈱髙嶋建業  豊岡２－１ 31-6911 31-6978 

〃 本　田　道　明  ㈱木本動力工業所  永山北３－６ 48-1246 47-6733 

〃 水　上　　　崇  三葉製菓㈱  永山３－４ 48-2145 47-5793 

〃 六　車　　　亮  ㈱道北アークス  流通団地１－１ 47-2818 48-8987 

〃 湯　野　信　一  旭川小型運輸㈱  永山２－３ 48-3261 48-3264 

〃 高　尾　　　勉  ㈱ＴＡＫＡＯ  大雪通１ 30-3210 30-3211 ☆

〃 西　村　　　仁  旭川通運㈱  永山北２－８ 40-1515 40-1001 ☆

〃 藤　田　哲　也  ㈱カンディハウス  永山北２－６ 47-1188 47-1679 ☆

〃 遠　藤　　　穣  旭川トヨペット㈱  神居８－１ 62-5111 61-0657 ☆

理　　事 秋　島　和　彦  新島工業㈱  神居２－６ 62-1322 62-0989 

〃 泉　澤　玄一郎  ㈱イズム・グリーン  東６－４ 23-0440 23-1434 

〃 及　川　浩　和  東成建設㈱  宮下通２２ 31-5115 33-8592 

〃 落　合　孝　優  ㈱ＣtoＣグループ  永山１４－３ 21-8222 21-8332 

〃 片　岡　宏　文  ㈱片岡鋼業  東旭川北１－７ 36-5101 36-5034 

〃 木　村　進　一  北海美掃㈱  永山１４－３ 25-3288 26-1038 

〃 小　山　重　芳  ㈱日興ジオテック  神居２－１８ 61-3491 61-2597 

〃 櫻　井　敏　広  桜井商事㈱  豊岡１－２ 31-3111 31-3118 

〃 上　用　孝　満  第一包装資材㈱  永山６－２ 48-6767 48-6250 

〃 進　藤　正　明  (医)社団shindo整形外科進藤病院  ４－１９ 31-1221 32-5404 

〃 造　田　芳　博  丸果旭川青果卸売市場㈱  流通団地１－３ 48-3231 48-3013 

〃 高　野　正　夫  (公財)観音霊苑  神居町富沢 61-1312 62-8601 

〃 只　石　峰　子  エバーオンワード㈱  東旭川町旭正 35-4015 35-4015 

〃 田　中　寿　治  ㈱カワムラ  豊岡４－３ 32-3231 31-8245 

〃 谷　脇　勝　英  ㈱谷脇組  大雪通４ 23-2233 25-0264 

〃 恒　川　耕　司  恒誠通信㈱  豊岡１３－４ 34-3765 32-4705 

〃 戸　松　政　和  ㈱一印旭川魚卸売市場  流通団地１－３ 48-3161 48-4167 

〃 林　　　朋　子  (医)社団はやし内科胃腸科小児科医院  豊岡１３－５ 33-2277 34-7369 

〃 藤　井　英　樹  ㈱藤井  流通団地２－４ 48-0081 47-5584 

〃 松　倉　敏　郎  旭川商工会議所  常盤通１ 22-8411 22-2600 

〃 美　浪　利　光  美浪左官工業㈱  神居１－１０ 61-7311 61-8061 

〃 宮　田　晃　彦  吉宮建設㈱  ６－２１         31-1476 31-1475 

〃 森　川　唯　志  森川綜合紙器㈱  永山１－１２ 48-4191 48-4193 

〃 山　口　裕　也  広葉樹合板㈱  東鷹栖東２－２ 57-1717 57-1702 

〃 山　田　　　彰  ㈱山田木工場  １－２１ 31-3101 31-3103 

〃 六　車  能　久  ㈱ドースイ  東鷹栖４線１０号 58-7711 58-7878 

〃 渡　邊　　　智  ネッツトヨタたいせつ㈱  永山３－１２ 47-3355 47-5807 ☆

〃 岡　田　収　二  富士コンクリート㈱  西神楽１線１４号 75-3588 75-3433 ☆

〃 河　西　利　記  旭川電気軌道㈱  ３－１８ 32-2161 32-2271 ☆

〃 長谷川　力　也  極東警備保障㈱  永山北１－１０ 47-2636 46-2772 ☆

〃 増　田　弘　志  (税)小城会計事務所  東光８－１ 31-2313 34-7011 ☆

〃 山　下　晃　史  ㈱フーズ・ワン  流通団地２－３ 40-3210 48-3323 ☆

監　事 太　田　英　司  ㈱東花苑  ５－２５ 31-2234 32-6315 

〃 尾　田　利　雄  (税)エール旭川  ９－１２ 24-3001 25-7894 

〃 片　岡　幸　人  ㈱電業  １０－２２ 32-1488 32-1883 ☆

 ※役員は全て非常勤である

 ※合計には顧問・相談役・監事は含まず

公益社団法人旭川東法人会  役員名簿
（任期　自令和３年６月９日　至令和５年度通常総会終結時）

【☆印は新任(役職変更含む)、重任の理事等は五十音順】

顧　　問 相 談 役 会　　長 副 会 長 専務理事 常務理事 常任理事 理　　事 監　　事 合　　計

現役員数 － － １名 　９名 － １名 ２２名 ３１名 ３名 ６４名

新役員数 － － １名 　９名 － － ２３名 ３２名 ３名 ６５名

定　　数 若干名 若干名 １名 １２名以内 １名以内 １名以内 ２５名以内 － ３名以内 60～75名


