
 
 
学外委員等 

 

各種委員会・審議会 

氏 名 主 催 名  称 役  職 期 間 

秋山義昭 

北海道開発局 小樽開発建設部総合評価審査委員会 委員 
H18.07.01- 

H19.03.31 

北海道開発局 小樽開発建設部入札監視委員会 委員 
H17.04.01- 

H19.03.31 

北海道 北海道科学技術審議会 委員 
H17.04.01- 

H19.11.26 

小樽市 

市立小樽病院統合新築工事基本設計

業務に係る公募型プロポーザル方式

選定委員会 

委員 
H19.02.01- 

H19.03.31 

小樽市教育委員会 
小樽市立学校の規模・配置の在り方検

討委員会 
委員 

H18.07.01- 

H19.09.30 

国立大学協会 国際交流委員会 委員 
H18.04.01- 

H20.03.31 

神戸大学 
神戸大学大学院経営研究科外部評価

委員会 
委員 

H19.01.01- 

H19.03.31 

国際連合大学 
国際大学グローバル・セミナー第2回

北海道セッション諮問委員会 
委員 

H14.05.01- 

H19.03.31 

中小企業基盤整備

機構北海道支部 
中小企業大学校旭川校 運営委員 

H19.02.01- 

H19.03.31 

小樽商工会議所  顧問 
H14.05.08- 

H18.10.31 

小樽観光大学校  顧問 
H18.05.16- 

  

北海道・マサチュー

セッツ協会 
 理事 

H14.05.14- 

H20.03.31 

北海道ユネスコ連

絡協議会 
 顧問 

H17.05.20- 

H20.05.31 

北海道生産性本部  顧問 
H16.04.01- 

H20.05.31 

北海道科学技術総

合振興センター 
 評議員 

H17.07.01- 

H19.06.30 

伊藤整文学賞の会  役員 
H17.09.10- 

H19.09.09 

相内俊一 

北海道 北海道労働審議会 委員 
H17.03.07- 

H19.03.06 

ニセコ町 
情報公開審査会並びに個人情報保護

審査会 
委員 

H17.12.01- 

H20.11.30 

北海道ＩＴ推進 

協会 

プロジェクト研究会  

 
座長 

H18.8.21- 

H19.2.28 

浅沼義英 小樽市 
小樽市地域密着型サービス運営委員

会 
委員 

H18.05.02- 

H21.03.31 

穴沢 眞 

日本貿易振興機構 

アジア経済研究所 
 委員 

H14.05.01- 

H19.03.31 

北海道生産性本部  理事 
H14.07.01- 

H20.05.31 



 
 

    

石黒匡人 

北海道 北海道大規模小売店舗立地審議会 特別委員 
H14.06.01- 

H20.05.31 

北海道 北海道地方労働委員会 公益委員 
H16.11.01- 

H20.11.30 

小樽市 小樽市個人情報保護審議会 委員 
H16.12.01- 

H19.03.31 

小樽市 小樽市情報公開審査会 委員 
H14.06.01- 

H20.07.11 

石狩市 市民参加制度調査審議会 委員 
H15.12.15- 

H20.02.28 

北しりべし廃棄物

処理広域連合 

北しりべし廃棄物処理広域連合情報

公開審査委員会 
委員 

H16.09.06- 

H22.03.31 

伊藤 一 

小樽市 街なか活性化計画推進協議会 委員 
H15.09.01- 

H19.03.31 

小樽市中心市街地

活性化協議会 
小樽市中心市街地活性化協議会 委員 

H19.02.01- 

H21.03.31 

海老名 誠 

北海道経済産業局 
提案公募型技術開発事業最終評価委

員会 
委員 

H17.11.05- 

H19.03.31 

北海道経済産業局 
提案公募型技術開発事業外部審査委

員会 
委員 

H17.06.22- 

H19.03.31 

北海道 北海道労働審議会 特別委員 
H17.06.17- 

H19.06.16 

北海道科学技術総 

合振興センター 

 

 
企画委員 

H18.06.21- 

H19.06.30 

北海道科学技術総

合振興センター 
研究開発助成事業審査委員会 委員 

H17.06.01- 

H19.03.31 

東京商工会議所 国際経済委員会 委員 
H17.11.01- 

H18.10.31 

札幌商工会議所 北のブランド選考委員会 副委員長 
H18.12.01- 

H19.01.31 

さっぽろ産業振興

財団 
札幌起業家総合支援協議会 委員 

H18.04.20- 

H19.03.31 

小樽商工会議所 
ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業プ

ロジェクト実行委員会 
副委員長 

H17.07.08- 

H19.02.28 

小樽観光大学校 運営委員会 委員 
H18.05.16- 

  

小樽まち育て運営

協議会 
小樽まち育て運営協議会 委員 

H18.06.28- 

H19.03.31 

センチュリー・プラ

ザ・オタル 
センチュリー・プラザ・オタル オブザーバー 

H18.04.13- 

H19.03.31 

東アジア経済研究

会 
東アジア経済研究会 オブザーバー 

H18.04.13- 

H19.03.31 

苫小牧工業高等専

門学校 

平成１７年度現代的教育ニーズ取組

支援プログラム（現代ＧＰ）評価検討

委員会 

委員 
H18.02.20- 

H19.03.31 

    



 
 

大島 稔 

北方文化振興協会  評議員 
H16.05.31- 

H18.05.30 

アイヌ文化振興・研

究推進機構 
助成事業審査委員会 委員 

H16.07.01- 

H19.03.31 

アイヌ文化振興・研

究推進機構 
事業検討委員会 委員 

H16.06.23- 

H19.03.31 

大矢繁夫 

北海道 建設業審議会 委員 
H15.12.17- 

H20.01.16 

小樽市 小樽市特別職報酬等審議会 委員 
H14.08.15- 

H20.09.09 

岡部善平 北海道大学 
北海道大学高等教育機能開発総合セ

センター 
研究員 

H18.09.01- 

H19.03.31 

荻野富士夫 

小樽市教育委員会 文化財審議会 委員 
H15.11.01- 

H19.10.31 

小樽市教育委員会 小樽市博物館協議会 委員 
H16.08.02- 

H20.08.01 

小田福男 
北海道労働局 北海道地方最低賃金審議会 委員 H17.05.01-

H19.04.30 
北海道経済産業

局 
ロシア極東ビジネス交流推進委員

会 委員 H18.10.11-

H19.03.31 

片岡正光 小樽市 小樽市公害対策審議会 委員 
H16.02.22- 

H20.02.21 

片桐由喜 

北海道 北海道消費生活審議会 委員 
H17.09.01- 

H19.09.29 

中央労働委員会  地方調整委員 
H16.08.01- 

H20.09.30 

小樽市 小樽市福祉有償運送運営協議会 委員 
H18.07.31- 

H19.03.31 

小樽市 男女平等参画推進市民会議 委員 
H15.08.01- 

H19.08.31 

北海道社会保険 北海道地方社会保険医療協議会 委員 
H17.01.21- 

H21.02.21 

君羅久則 北海道教育委員会 
北海道・札幌市公立学校教員採用に関

する協議会 
委員 

H16.04.01- 

H19.03.31 

齋藤一朗 

北海道 商工業振興審議会 委員 
H15.07.10- 

H19.07.09 

小樽市 地域経済活性化会議 委員 
H15.06.06- 

H18.05.31 

信金中央金庫総合

研究所 

地域と金融に関するワーキンググル

ープ 
委員 

H18.07.13- 

H19.03.31 

北海道未来総合研

究所 
 客員研究員 

H14.04.01- 

H20.03.31 

佐藤 剛 北海道大学 北海道大学情報基盤センター 
プログラム指

導員 

H18.04.01- 

H19.03.31 

 



 
 

下川哲央 

札幌市  
北海道札幌新定時制高等学校及び中

央幼稚園整備等事業者選定委員会 
委員 

H18.05.01- 

H19.04.30 

北海道科学技術総

合振興センター 
 企画委員 

H15.07.01- 

H19.06.30 

北海道運輸交通研

究センター 
 理事 

H16.08.01- 

H20.07.31 

北海道科学技術総

合振興センター 
知的クラスター本部 本部長 

H16.04.01- 

H19.03.31 

北海道私立幼稚園

協会 
退職金基金運用協議会 委員 

H14.07.15- 

H19.03.31 

瀬戸 篤 

北海道開発局 北の住まいとまちづくり委員会 委員 
H19.02.19- 

H20.03.31 

北海道総合通信局 

情報通信を活用した北海道における

農産物の高付加価値化に関する調査

検討会 

委員 
H18.06.22- 

H19.03.30 

北海道 

「フロンティアベンチャー育成プロ

ジェクトwithマイクロソフト」支援事

業審査委員会 

委員 
H16.09.01- 

H19.03.31  

新エネルギー・産

業技術総合開発機

構 

 
ＮＥＤＯ技術

委員 

H18.05.01- 

H20.03.31 

情報・システム研究

機構 
利益相反委員会 委員 

H18.04.01- 

H20.03.31 

読書会  
アカデミック

アドバイザー 

H18.11.16- 

H20.11.15 

価値総合研究所 
平成１８年度大学発ベンチャーに関

する基礎調査研究会 
委員 

H18.11.06- 

H19.03.31 

アグリバイオイン

ダストリ 
 

経営アドバイ

ザー 

H18.04.07- 

H19.03.31 

ネクストハンズオ

ンパートナーズ 
 アドバイザー 

H17.04.01- 

H19.03.31 

多木誠一郎 

余市町 
情報公開審査会／個人情報保護審査

会 
委員 

H16.04.01- 

H19.06.30 

全国農業協同組合

中央会 
ガバナンス研究会 委員 

H18.08.25- 

H18.12.31 

中村隆志 恵佑会札幌病院 治験審査委員会 委員 
H14.07.12- 

H20.07.11 

中村秀雄 

北海道運輸局 
北海道船員地方労働委員会最低賃金

専門部会 
委員 

H16.09.06- 

H19.03.31 

札幌医科大学  アドバイザー 
H18.12.08- 

H19.12.07 

帝北自動車  アドバイザー 
H18.11.07- 

H19.03.31 

北海道経済国際化

推進会議 
 

北海道貿易コ

ンサルタント 

H16.05.01- 

H19.03.31 

中村 史 小樽市教育委員会 小樽文学館審議会 委員 
H15.11.01- 

H18.10.31 

 

 

 



 
 

平沢尚毅 

北海道科学技術総

合振興センター 

平成１８年度知的創成事業（札幌地

区）研究推進ワーキンググループ 
委員 

H18.05.02- 

H19.03.31 

ＨＢＡ  技術指導 
H18.10.24- 

H18.10.25 

富士写真フイルム  技術指導 
H18.07.13- 

H19.01.12 

トヨタテクニカル

ディベロップメン

ト 

 技術指導 
H18.09.01- 

H19.03.31 

船津秀樹 日本港湾協会 苫小牧港港湾整備構想検討委員会 委員 
H16.09.01- 

H19.03.31 

寶福則子 小樽市 小樽市青少年問題協議会 委員 
H17.11.01- 

H19.10.31 

前田東岐 

北海道 国土利用計画審議会 委員 
H17.02.01- 

H20.01.31 

北海道 北海道政策評価委員会 委員 
H16.05.17- 

H20.05.21 

松本康一郎 

経済産業省 
地域技術開発関連事業に関する事前

評価委員会 
委員 

H16.05.15- 

H18.05.14 

北海道財務局 財政行政モニター会議 委員 
H16.04.01- 

H20.03.31 

北海道労働局 若年者雇用問題検討会議 委員 
H15.04.17- 

H19.07.31 

北海道 
北海道エクセレントカンパニー表彰

審査委員会 
委員長 

H17.09.12- 

H19.03.31 

小樽市 地域経済活性化会議 委員 
H15.06.06- 

H18.05.31 

雇用・能力開発機構

北海道センター 
人材育成北海道地域協議会 委員 

H16.03.01- 

H19.03.31 

雇用・能力開発機構

北海道センター 
運営協議会 委員 

H15.05.15- 

H20.03.31 

北海道科学技術総

合振興センター 

北海道情報産業クラスター・フォーラ

ム技術・事業性 

アドバイス委

員 

H16.06.01- 

H19.03.31 

北海道科学技術総

合振興センター 

北海道情報産業クラスター・フォーラ

ム運営会議 
委員 

H16.04.01- 

H19.03.31 

北海道科学技術総

合振興センター 
知的クラスター創成事業（札幌地区）アドバイザー 

H16.05.01- 

H19.03.31 

北海道中小企業総

合支援センター 
事業可能性評価委員会 委員 

H16.04.23- 

H19.03.31 

小樽観光大学校 運営委員会 委員 
H18.05.16- 

H . .  

札幌商工会議所 北の起業家表彰選考委員会 委員長 
H18.07.13- 

H19.03.31 

北海道ＩＴ推進 

協会 
プロジェクト研究会 座長 

H18.08.01- 

H19.02.28 

アグリバイオイン

ダストリ 
 

経営アドバイ

ザー 

H18.04.01- 

H19.03.31 

札幌ビズカフェ  
アドバイザリ

ーボード 

H17.08.01- 

H19.03.31 



 
 

本久洋一 

北海道 
 

 

特別労働相談

員 

H16.04.01- 

H19.03.31 

北海道 北海道地方労働委員会 公益委員 
H16.11.01- 

H20.11.30 

八木宏樹 

北海道 泊発電所環境保全監視協議会 委員 
H14.06.16- 

H18.06.15 

後志支庁 
日本海南部海域多元的資源型漁業推

進協議会 
委員 

H16.04.01- 

H19.03.31 

後志支庁 
石狩・後志地区海面利用協議会 

 
委員 

H16.12.01- 

H19.03.31 

後志支庁 石狩・後志地区漁港管理委員会 委員 
H17.03.01- 

H20.03.31 

北海道環境財団  評議員 
H15.04.01- 

H19.03.31 

山本賢司 小樽市 小樽市将来ビジョン懇談会 委員 
H17.09.01- 

H19.03.31 

山本眞樹夫 国立大学協会 事業実施委員会 委員 
H16.04.13- 

H18.06.30 

山本 充 

北海道 泊発電所環境保全監視協議会 委員 
H18.06.16- 

H20.06.15 

北海道 北海道ゼロ・エミ大賞選考委員会 委員 
H17.12.01- 

H19.11.30 

小樽市 小樽市都市計画審議会 委員 
H16.04.01- 

H20.03.31 

北海道未来総合研

究所 

「札幌市生活環境の確保に関する条

例」業種・業態別環境保全行動マニュ

アル策定検討会 

委員 

H16.09.01- 

H19.03.31 

 

李 濟民 

北海道 北海道総合開発委員会 臨時委員 
H18.04.07- 

 

小樽市 小樽市地方港湾審議会 委員 
H17.08.01- 

H19.07.31 

和田健夫 北海道 北海道地方独立行政法人評価委員会 委員 
H18.08.11 

H20.08.10 

渡辺和夫 小樽市 上下水道事業経営懇話会 委員 
H16.04.01- 

H20.03.31 

 
 
 
 


