
 
 
Ⅳ－4．学外委員等 

 

各種委員会・審議会                       （氏名五十音順） 

氏 名 主 催 名  称 役  職 期 間 

相内 俊一 余市町 余市町政治倫理審査会 委員 
H21.04.01- 

H23.03.31 

穴沢 眞 
(財)北海道生産性

本部 
 理事 

H14.07.01- 

H22.05.31 

石黒 匡人 

小樽市 小樽市ラブホテル建築規制審査会 委員 
H21.04.01- 

H24.03.31 

小樽市 小樽市自治基本条例懇話会 委員 H22.01.12- 

小樽市 小樽市自治基本条例策定委員会 委員 
H22.08.01- 

H23.07.31 

小樽市 
小樽市情報公開・個人情報保護審査委

員会 
委員 H22.04.01- 

余市町 
余市町情報公開審査会委員／余市町

個人情報保護審査会 
委員 

H21.10.16- 

H23.03.31 

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 H22.04.01- 

小樽商科大学生活

協同組合 
 

理事長及び代

表理事 

H22.05.27- 

H23.05.26 

石崎 香理 

北海道 北海道国土利用計画審議会 委員 
H20.02.01- 

H26.01.31 

小樽市教育委員会 
平成23年度使用小樽市小学校用教科

用図書選定委員会 
委員 H22.06.03- 

伊藤 一 

北海道公立大学法

人札幌医科大学 

札幌医科大学附属病院患者サービス

向上委員会 
委員 

H21.08.19- 

H23.03.31 

小樽市病院局 小樽市病院経営改革評価委員会 委員 
H22.11.22- 

H23.03.31 

今本 啓介 北海道 北海道大規模小売店舗立地審議会 特別委員 
H22.06.01- 

H23.05.31 

江頭 進 北海道 環境産業振興戦略（策定）策定研究会 委員 
H22.10.28- 

H23.03.31 

江口 修 
伊藤組100年記念基

金 
伊藤組100年記念基金 評議員 

H21.05.18- 

H23.05.17 

海老名 誠 

（つづく） 

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 
委員長 

H21.06.03- 

H23.03.31 

北海道経済産業局 
新潮流の中の道内ものづくり産業戦

略懇談会 
委員 

H22.02.25- 

H23.03.31 

北海道 北海道科学技術審議会 委員 
H22.12.01- 

H24.11.30  

北海道 
北海道労働審議会（職業能力開発部

会） 
特別委員 

H22.01.21- 

H23.03.31 

北海道 
地域新ビジネス創出モデル事業審査

委員会 
委員長 

H21.07.27- 

H23.03.31 

北海道 
インバウンドビジネススキーム研究

会 
座長 

H22.07.12- 

H23.03.31 

小樽市 
中国及びロシアにおける市場調査事

業等実行委員会 
委員長 

H22.10.08- 

H23.03.31 

小樽市 小樽がらす市実行委員会 委員 
H22.04.21- 

H23.03.31 



 
 

海老名 誠 

（つづき） 

小樽市観光大学校 運営委員会 運営委員 
H18.05-  

H23.03.31 
(財)北海道科学技

術総合振興センタ

ー 

 企画委員 
H19.07.01- 

H23.06.30 

(財)さっぽろ産業

振興財団 
さっぽろ起業家総合支援協議会 会長 

H22.04.20- 

H23.03.31 
(財）雇用・能力開

発機構北海道職業

 

ものづくり人材育成推進協議会 委員 
H22.07.01- 

H23.03.31 

東京商工会議所 国際経済委員会 委員 
H20.2.21- 

H22.09.30 

東京商工会議所 政策委員会 臨時委員 
H22.04.01- 

H22.10.31 

北海道新聞社 読者と道新委員会 委員 
H22.04.01- 

H23.03.31 

大島 稔 
北海道 

北海道立道民活動センター指定管理

者候補者選定委員会 
委員 H21.08.25- 

(財)アイヌ文化振

興・研究推進機構 
 理事 

H21.04.01- 

H23.03.31 

大津 晶 

北海道 
インバウンドビジネススキーム研究

会 
委員 

H22.07.12- 

H23.03.31 

小樽市 小樽市都市計画審議会 委員 
H20.04.01- 

H24.03.31 

小樽市 小樽市住宅行政審議会 委員 H22.04.01- 

ニセコ町 ニセコ町緑の分権改革推進委員会 委員 
H22.07.13- 

H23.03.31 

大矢 繁夫 

北海道 北海道建設業審議会 委員 
H22.02.16- 

H24.02.15 

小樽市 小樽市特別職報酬等審議会 委員 
H20.09.10- 

H24.09.09 
（独）日本学生支援

機構 

平成22年度メンタルヘルス研究協議

会本部運営委員会 
委員 

H22.04.27- 

H23.03.31 
（独）日本学生支援

機構 

平成23年度メンタルヘルス研究協議

会地区実行委員会 
委員 

H22.04.27- 

H23.03.31 

小樽潮陵高等学校  学校評議員 
H22.04.01- 

H23.03.31 

小樽桜陽高等学校  学校評議員 
H20.04.01- 

H24.03.31 

北海道銀行 北海道銀行六十年史編纂室 顧問 
H20.08.01- 

H23.12 

岡部 善平 
文部科学省高等教

育局 
大学生の就職力育成支援事業委員会 書面審査委員 

H22.06.09- 

H22.12.31 

荻野 富士夫 

小樽市 
平成 22年度使用小樽市中学校用教科

用図書選定委員会 
委員 H21.07.08- 

小樽市教育委員会 市立小樽文学館審議会 委員 
H19.11.01- 

H23.10.31 

小樽市教育委員会 小樽市文化財審議会 委員 
H19.11.01- 

H23.10.31 

小樽市教育委員会 小樽市博物館協議会 委員 
H20.08.02- 

H24.08.01 

奥田 和重 オホーツク産業

開発協同組合 

平成 22年度全国中小企業団体中央

会補助事業組合等情報ネットワー

ク等開発事業委員会 

委員 
H22.07.14- 

H23.02.28 



 
 

小田 福男 北海道労働局 
北海道地方最低賃金審議会（第 43

期） 
公益委員 

H21.05.01-

H23.04.30 

葛西 秀昭 
(NPO法人)人間中心

設計推進機構  
 評議員 

H22.04- 

H24.04 

片岡 正光 

小樽市 小樽市公害対策審議会 委員 
H22.05.15- 

H24.05.14 

小樽市 小樽市環境審議会 委員 
H22.10.01- 

H24.09.30 

片桐 由喜 

北海道 
後志圏障がい者が暮らしやすい地域

づくり委員会 
委員 

H22.04.01- 

H24.03.31 

北海道 北海道消費生活審議会 委員 
H22.03.26- 

H24.03.25 

厚生労働省 北海

道厚生局 
北海道地方社会保険医療協議会 委員 

H22.08.09- 

H24.09.30 

北海道社会保険事

務局 
北海道地方社会保険医療協議会 委員 

H20.10.01- 

H22.09.30 

北海道社会保険事

務局 
全国健康保険協会北海道支部評議会 評議員 

H20.10.01- 

H22.09.30 

中央労働委員会 地方調整委員会 委員 
H20.10.01- 

H24.09.30 

小樽市 小樽市有償運送運営協議会 委員 
H21.04.01- 

H23.03.31 

小樽市 小樽市感染症の審査に関する協議会 委員 
H21.04.01- 

H23.03.31 

小樽市 小樽市男女平等参画推進市民会議 委員 
H19.09.09- 

H23.09.08 

小樽市 小樽市国民健康保険運営協議会 委員 
H23.02.08- 

H23.06.14 

社会福祉法人小樽

市社会福祉協議会 

小樽・北しりべし成年後見センター適

正化委員会 
委員 

H22.04.01- 

H24.03.31 

全国健康保険協会

北海道支部 
全国健康保険協会北海道支部評議会 評議員 

H22.11.01- 

H24.10.31 

ダニエラ・カ

ルヤヌ 

大学共同利用機関

法人 人間文化研究

機構 国立国語研

 

 共同研究員 
H22.08.05- 

H23.03.31 

河森 計二 札幌市 札幌市消費生活審議会 委員 
H21.04.28- 

H23.04.27 

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 

H22.04.01- 

H.23.03.31 

木村 泰知 
小樽商科大学生活

協同組合 
  常務理事 

H22.05.27- 

H23.05.26 

小林 友彦 

(独)経済産業研究

所 

WTOにおける補助金規律の総合的研

究：農業補助金研究会 
委員 

H22.06.24- 

H22.12.31 
(独)経済産業研究

所 

現代国際通商システムの総合的研

究：農業補助金研究会 
委員 

H23.01.01- 

H23.03.31 

近藤 公彦 

（つづく） 

北海道経済産業局 
地域資源活用新事業展開支援事業評

価委員会 
委員 

H22.7.28- 

H23.03.31 

北海道経済産業局 
北海道地域産業資源活用事業評価委

員会 
評価委員 

H22.7.28- 

H23.03.31 

帯広畜産大学地域

連携推進センター 

十勝アグリバイオ産業創出のための

人材育成カリキュラム作成 
構成員 

H22.04.01- 

H23.03.31 



 
 

近藤 公彦 

（つづき） 

帯広畜産大学地域

連携推進センター 

十勝アグリバイオ産業創出のための

人材育成事業化推進タスクフォース 
構成員 

H22.04.01- 

H23.03.31 

札幌市 札幌市豊平館保存活用委員会 委員 
H22.11.12- 

H23.03.31 

北海道木材産業協

同組合連合会 北

海道緑の産業再生

協議会 

道産木製品マーケティング戦略会議 委員長 
H22.07.07- 

H24.03.31 

齋藤 一朗 

北海道財務局   
金融行政アド

バイザリー 

H21.04.01- 

H23.03.31 

北海道 地域中小企業活性化検討調査事業 アドバイザー 
H22.12.01- 

H23.02.10 

千歳市 千歳市公営企業経営審議会 委員 H22.02.12- 

(財)中小企業総合

研究所 

「日本の中小企業に関する調査研究」

に係る編集委員会 
委員 

H23.01.17- 

H25.03.31 

才原 慶道 
北海道大学情報法

政策学研究センタ

 

  研究員  

堺 昌彦 
小樽商科大学生活

協同組合 
  監事 

H22.05.27- 

H23.05.26 

佐藤 剛 
北海道大学情報基

盤センター 
 

システムプロ

グラム研究員 
 

澤田 芳郎 小樽市 
北しりべし定住自立圏共生ビジョン

懇談会 
会長 

H22.07.01- 

H24.03.31 

柴山 千里 小樽市 
小樽市ふるさとまちづくり協働事業

審査委員会 
委員 

H21.06.01- 

H23.03.31 

菅原 照夫 

総合病院浦河赤十

字病院 
 非常勤医師 

H22.04.01- 

H23.03.31 
社会福祉法人札幌

緑花会 
 非常勤医師 

H22.04.01- 

H23.03.31 

瀬戸 篤 

大学共同利用機関

法人情報システム

研究機構 

情報・システム研究機構 利益相反委

員会 
委員 

H22.04.01- 

H24.03.31 

(株)アグリバイオ

インダストリ 
 

技術商業化担

当非常勤取締

 

H22.06.02- 

H24.05.31 

(株)アグリバイオ

インダストリ 
 

経営アドバイ

ザー 

H22.04.01- 

H23.03.31 

(株)サンビジネス

（経済産業省から

の委託事業） 

地域技術開発事業に係る事前評価委

員会 
委員 

H22.04.12- 

H22.09.30 

(株)北海道宝島ト

ラベル 
 監査役 

H23.02.01- 

H26.03.31 

高井  收 
（社）大学英語教育

学会 
 理事 

H22.04.01- 

H24.03.31 

多木 誠一郎 

余市町 
余市町情報公開審査会及び余市町個

人情報保護審査会 
委員 

H20.04.01- 

H23.03.31 
全国農業協同組合

中央会 

平成22年度全国JA職員資格認証統一

試験問題作成委員会 
委員 

H22.04.01- 

H23.03.31 

全国農業協同組合

中央会 

平成22年度全国JA職員資格認証試験

問題作成委員会 
委員 

H22.04.26- 

H23.03.31 

(社)日本共済協会 共済理論研究会 委員 
H21.04.01- 

H23.03.31 



 
 

玉井 健一 
小樽商科大学生活

協同組合 
  理事 

H22.05.27- 

H23.05.26 

遠山 純弘 
社会福祉法人小樽

市社会福祉協議会 
小樽・北しりべし成年後見センター 運営委員 

H22.04.01- 

H24.03.31 

中川 喜直 
（財）北海道健康づ

くり財団 
すこやかロード認定委員会 委員 

H22.06.21- 

H24.03.31 

中浜 隆 

大学生活協同組合

連合会北海道事業

連合 

  監事 
H21.05.22- 

H22.05.21 

放送大学  

客員教員（大学

院研究指導担

当） 

H22.07.01- 

H23.03.31 

中村 隆志 
（医）恵佑会札幌病

院 
治験審査委員会 委員 

H20.07.12- 

H23.06.30 

中村 秀雄 

北海道運輸局 北海道地方交通審議委員会 委員 H22.10.01- 

北海道（総合政策

部） 
国際化推進委員会 委員 

H22.07.08- 

H24.03.31 

北海道国際ビジネ

スセンター 
  

北海道貿易コ

ンサルタント 

H22.04.01- 

H23.03.31  

小樽商科大学生活

協同組合 
 常務理事 

H22.05.27- 

H23.05.26 

(社)北海道貿易物

産振興会 
あり方検討委員会 委員 H21.05.27- 

籏本 智之 

北海道 北海道地方独立行政法人評価委員会 委員 H21.04.01- 

北海道（環境生活

部） 
北海道水道ビジョン検討委員会 委員 

H22.06.30- 

H23.03.31 

小樽市 小樽市上下水道事業経営懇談会 委員 
H22.04.01- 

H24.03.31 

花輪 啓一 

小樽市 
小樽市特定施設入居者生活介護に係

る事業者選考委員会 
委員長 

H21.06.05- 

H23.03.31 

小樽市 
小樽市地域密着型サービス運営委員

会 委員長 H21.05.01- 

H24.04.30 

小樽市 
小樽市高齢者保健福祉計画等策定委

員会 
委員長 

H20.04.01- 

H24.03.31 

平沢 尚毅 

総務省行政管理局  北海道電子政府推進員協議会 会長 
H21.07.07- 

H23.06.30 

(財)人間工学会 ISO/TC159国内対策委員会SC4分科会 委員 
H22.06.19- 

H24.06 

(財)人間工学会 情報社会人間工学部会 部会長 
H21.04- 

H24.03 

(財)人間工学会 北海道支部 役員 
H21.04- 

H24.03 

(財)情報処理学会 SC 7/WG 6/CIF SG 委員 
H22.09.13- 

H24.03.31 

(NPO法人)人間中心

設計推進機構 
 評議員 

H22.04- 

H24.04 

(株)U eye's Design   技術指導 
H22.04.01- 

H23.03.31 

東京エレクトロン

ソフトウエアテク

ノロジーズ 

 技術指導 
H22.05.13- 

H23.03.31 



 
 

深田 秀実 

滝沢村（岩手県） ふるさと文学ふれあい巡り協議会 委員 
H22.07.02- 

H23.03.31 

小樽市 
平成 22年度小樽市情報システム調達

審査委員会 
委員 

H22.08.10- 

H23.03.31 

(株)三菱総合研究

所 

地理空間情報活用専門家育成プログ

ラム検討委員会 
委員 

H22.09.01- 

H23.03.18 

北海道 
自治体ホームページを活用した防災

情報等の発信に関する調査検討会 
委員 

H22.12.01- 

H23.03.31 

船津 秀樹 

(独)日本学術振興

会 

特別研究員等審査会及び国際事業委

員会 

専門委員、書面

審査員 

H21.08.01- 

H22.07.31 

広島大学  客員研究員 
H22.04.01- 

H24.03.31 

カロラス・プ

ラート 
（社）国立大学協会 国際交流委員会 専門委員 

H22.05.20- 

H24.03.31 

裴 崢 北海道 
北海道地域限定通訳案内士試験委員

会 
委員 

H22.10.06- 

H23.03.31 

寶福 則子 小樽市 小樽市青少年問題協議会 委員 
H21.11.01- 

H23.10.31 

水島 淳恵 北海道 北海道政策評価委員会 委員 
H22.05.31- 

H24.05.30 

八木 宏樹 

(財)北海道環境財

団 
  評議員 

H21.06.01- 

H23.05.31 

後志総合振興局 小樽土木現業所総合評価審査委員会 代表委員 
H21.05.11- 

H23.03.31 

北海道経済産業局 

北海道農商工等連携事業・農商工等連

携支援事業評価委員会及び農商工等

連携対策支援補助事業評価委員会 

評価委員 
H.22.04.01- 

H23.03.31 

後志総合振興局 
後志支庁（後志森づくりセンター）総

合評価審査委員会 
委員 

H21.06.12- 

H23.03.31 

北海道開発局小樽

開発建設部 
小樽開発建設部総合評価審査委員会 委員 

H22.04.01- 

H23.03.31 

北海道食料産業ク

ラスター協議会 
農商工等連携支援事業 

コーディネー

ター 

H22.08.02- 

H23.03.31 

山田(河合)菊

子 

（社）土木学会 
教育企画・人材育成委員会 ダイバー

シティー推進小委員会  
幹事長 

H22.06.01- 

H25.03.31 
北海道開発局留萌

開発建設部 
留萌開発建設部入札監視委員会 委員 

H22.04.01- 

H23.03.31 

石狩市 石狩市水道事業運営委員会 委員 
H22.05.26- 

H23.03.31 

(株)HVC戦略研究所  技術指導 
H22.06.01- 

H23.03.31 

(株)U eye's Design  技術指導 
H22.04.01- 

H23.03.31 

東京エレクトロン

ソフトウエアテク

ノロジーズ 

 技術指導 
H22.05.13- 

H23.03.31 

山田 久就 
人間文化研究機構 

国立国語研究所 

共同研究プロジェクト「述語構造の意

味範疇の普遍性と多様性」 
共同研究員 

H22.08.05- 

H23.03.31 

山本 眞樹夫 

（つづき） 

北海道開発局小樽

開発建設部 
入札監視委員会 委員 

H22.04.01- 

H23.03.31 
北海道開発局小樽

開発建設部 
総合評価審査委員会 委員 

H22.04.01- 

H23.03.31 



 
 

山本 眞樹夫 

（つづき） 

(財)北海道科学技

術総合振興センタ

 

  評議員 
H21.07.01- 

H23.06.30 

（社）国立大学協会 国際交流委員会 委員 
H22.04.01- 

H24.03.31 

小樽商工会議所   顧問 
H20.04.25- 

H25.10.31 

北海道ユネスコ連

絡協議会 
  顧問 

H22.06.07- 

H24.05 

北海道生産性本部   顧問 
H22.05.21- 

H24.05 

ＩＤＥ大学協会北

海道支部 
  理事 

H20.07.01- 

H24.06.30 

北海道・マサチュー

セッツ協会 
 理事 

H22.04.01- 

H24.03.31 

UMAP日本国内委員

会 
 監事 

H22.04.01- 

H24.03.31 

小樽市観光大学校  顧問 H20.05- 

山本 充 

北海道 北海道ゼロ・エミ大賞選考委員会 委員 
H20.07 

H24.07 

北海道 北海道海岸浸食対策検討会 委員 
H21.12.02- 

H22.03.31 

北海道 
北海道グリーン・ビズ認定制度検討委

員会 
委員 

H22.09.06- 

H24.03.31 

北海道 泊発電所環境保全監視協議会 委員 
H20.06.16- 

H2406.15 

北海道開発局 北海道開発局事業審議委員会 委員 
H22.05.17- 

H23.03.31 

後志総合振興局 第 8石狩・後志地区海面利用協議会 委員 
H22.08.05- 

H25.03.31 

(社)観光と地域づ

くり推進研究機構 
  理事 

H21.10.23- 

H23.06.30 

米田 力生 小樽市教育委員会 
平成 23年度使用小樽市小学校用教科

用図書選定委員会 
委員 H22.06.03- 

李 濟民 

小樽市 小樽市地方港湾審議会 委員 
H19.08.01- 

H23.07.31 

小樽市 地域保健診断事業 助言者 
H22.04.01- 

H23.03.31 

和田 健夫 

（社）北方圏センタ

ー 
 理事 H22-H24 

（社）北方圏センタ

ー 

国際交流に関する懸賞論文コンテス

ト 
審査委員 

H22.10.01- 

H23.01.31 

 


