
報告事項

第２号議案 第42回全国豊かな海づくり大会 北海道実行委員会会則（案）について

第１号議案 第42回全国豊かな海づくり大会 北海道実行委員会の設立について

議　　事

設立総会

② 第42回全国豊かな海づくり大会のスケジュールについて

(2)

第42回全国豊かな海づくり大会 北海道実行委員会

次　　第

設立総会及び第１回総会 

(1)

① 全国豊かな海づくり大会の概要について

１

第３号議案 令和２年度事業計画及び収支予算（案）について

２ 第１回総会

(1)

第１号議案 第42回全国豊かな海づくり大会 「基本構想（案）」について

第２号議案 第42回全国豊かな海づくり大会 「開催地（案）」について

議　　事



1 会　長 北海道 知事 鈴木　直道 49 顧　問 北海道議会 議長 村田　憲俊

2 副会長 北海道 副知事 土屋　俊亮 50 北海道議会水産林務委員会 委員長 三好　　雅

3 （一社）北海道水産会 代表理事会長 川崎　一好 51 北海道市議会議長会 会長 五十嵐　徳美

4 監　事 北海道信用漁業協同組合連合会 代表理事会長 深山　和彦 52 北海道町村議会議長会 会長 渡部　孝樹

5 委　員 北海道開発局 局長 倉内　公嘉 53 参与 （株）北海道新聞社 代表取締役社長 広瀬　兼三

6 北海道運輸局 局長 加藤　　進 54 （株）朝日新聞社北海道支社 支社長 嶋名　　隆

7 第一管区海上保安本部 本部長 松本　勝利 55 （株）毎日新聞社北海道支社 支社長 末次　省三

8 北海道市長会 会長 山口　幸太郎 56 （株）読売新聞東京本社北海道支社 支社長 稲葉　光秋

9 北海道町村会 会長 棚野　孝夫 57 （株）日本経済新聞社札幌支社 支社長 下原口　徹

10 北海道漁業協同組合連合会 代表理事会長 川崎　一好 58 （株）時事通信社札幌支社 支社長 小山　昌樹

11 全国漁業信用基金協会北海道支所 運営委員長 阿部　国雄 59 （株）産業経済新聞社札幌支局 支局長 寺田　理恵

12 北海道漁業共済組合 組合長理事 福原　正純 60 （一社）共同通信社札幌支社 支社長 高橋    茂

13
北海道JF共済推進本部
（全国共水連北海道事務所）

本部長 福原　正純 61 （株）水産経済新聞社北海道支局 支局長 谷藤　隆司

14 北海道機船漁業協同組合連合会 代表理事会長 風無　成一 62 （株）みなと山口合同新聞社北海道支社 支社長 秋由　憲司

15 北海道水産物加工協同組合連合会 理事長 永澤　二郎 63 （株）水産北海道協会 代表取締役社長 上田　克之

16 （公社）北海道栽培漁業振興公社 代表理事会長 川崎　一好 64 （株）水産新聞社 代表取締役社長 永原　巻鋭

17 （公社）北海道さけ・ます増殖事業協会 会長理事 亀田　元教 65 日本放送協会札幌拠点放送局 局長 梅岡　　宏

18 北海道漁業士会 会長 住吉　俊文 66 北海道放送（株） 代表取締役社長 勝田　直樹

19 北海道漁協青年部連絡協議会 会長 尾崎　勇太 67 札幌テレビ放送（株） 代表取締役社長 根岸　豊明

20 北海道漁協女性部連絡協議会 会長 國分　豊子 68 北海道テレビ放送（株） 代表取締役社長 寺内　達郎

21 北海道漁港漁場協会 会長 高橋　昌幸 69 北海道文化放送（株） 代表取締役社長 加藤　雅規

22 （一社）北海道内水面漁業連合会 会長 畑　　久雄 70 （株）テレビ北海道 代表取締役社長 松井　正憲

23 北海道農業協同組合中央会 代表理事会長 小野寺　俊幸 71 （株）ＳＴＶラジオ 代表取締役社長 石部　善輝

24 ホクレン農業協同組合連合会 代表理事会長 篠原　末治 72 （株）エフエム北海道 代表取締役社長 土屋　敦司

25 北海道林業協会 会長 阿部　　徹 73 （株）エフエム・ノースウェーブ 代表取締役社長 丸藤　善晴

26 北海道森林組合連合会 代表理事会長 阿部　　徹

27 北海道木材産業協同組合連合会 代表理事会長 松原　正和

28 北海道経済連合会 会長 真弓　明彦

29 （一社）北海道商工会議所連合会 会頭 岩田　圭剛

30 北海道商工会連合会 会長 荒尾　孝司

31 北海道中小企業団体中央会 会長 尾池　一仁

32 北海道経済同友会 代表幹事 石井　純二

33 （公社）北海道観光振興機構 会長 小磯　修二

34 （一社）全国旅行業協会北海道支部 支部長 佐藤　達雄

35 （一社）日本旅行業協会北海道支部 支部長 笹本　潤一

36 北海道ホテル旅館生活衛生同業組合 理事長 西海　正博

37 （一社）北海道バス協会 会長 平尾　一彌

38 （一社）北海道ハイヤー協会 会長 今井　一彦

39 北海道旅客鉄道（株） 代表取締役社長 島田　　修

40 （公財）北海道環境財団 理事長 小林　三樹

41 （一社）北海道医師会 会長 長瀬　　清

42 （公社）北海道看護協会 会長 上田　順子

43 （公社）北海道食品衛生協会 会長 佐竹　英司

44 （一社）北海道貿易物産振興会 会長 石井  純二

45 北海道教育庁 教育長 小玉　俊宏

46 北海道警察本部 本部長 小島　裕史

47 北海道立総合研究機構水産研究本部 本部長 木村　　稔

48 北海道水産林務部 部長 佐藤　卓也

※役員は、設立総会第２号議案議決後、決定

※開催地決定後、開催地の関係委員を追加

氏　名

第４２回全国豊かな海づくり大会実行委員会　委員等名簿

役割 所　属 職　名 氏　名 役割 所　属 職　名

(令和２年１１月２５日現在）



第42回全国豊かな海づくり大会 北海道実行委員会

＜ 資料 ＞

【設立総会】

○資料１ 設立総会資料

○資料２ 第２号議案 関係資料
第42回全国豊かな海づくり大会 北海道実行委員会会則（案）

【第１回総会】

○資料３ 第１回総会資料

○資料４ 第１号議案 関係資料
第42回全国豊かな海づくり大会 基本構想（案）

○資料５ 第２号議案 関係資料
第42回全国豊かな海づくり大会 「開催地（案）」の検討資料

○資料６ 第３号議案 関係資料
第42回全国豊かな海づくり大会 北海道実行委員会

令和２年度 事業計画（案）及び収支予算（案）




