
　

基幹会議

帯　広　ま　ち　な　か　歩　行　者　天　国　実　行　委　員　会　組　織　図　

※運営会議※

　　　　　幹事長　：佐々木　光彰
　　　　　副幹事長：仙北谷　康
　　　　　副幹事長：葛西　克也
　　　　　副幹事長：砂金　康弘
　　　　　副幹事長：日下　悦克

実行委員長：細川　吉博
副実行委員長：望月　琢磨
副実行委員長：千葉　養子
副実行委員長：杉山　輝子

・事　務　局

事務局長   ： 望月　琢磨
事務局次長　：和　田　卓
事務局員　：　中島　千晴
会計担当　：池田　美知子

帯広市商工観光部商業まちづくり課

帯広商工会議所

・事務局支援

・会場部会

部会長：辻　直久

　　　　　　　　　　　副部会長：郷　智博
　　　　　　　　　　　副部会長：外山　史教
　　　　　　　　　　　副部会長：前川　充

交通警備：部会員及び協力商店街、ボランティアタッフ
会場設営：部会員及び実行委員、ボランティアスタッフ

・食・環境部会

部会長：薮田　秀行

　　　　　　副部会長（飲食）：増田　貴行
　　　　　　副部会長（環境）：立花　豪
　　　　　　副部会長（環境）：野村　和幸
　　  　　　副部会長（飲食）：広野　雅之
　　　　　　副部会長（飲食）：黒田　勝史

　　　　　　　　　　　　部会員：舟橋　隆弘
　　　　　　　　　　　　部会員：渡部　早紀
 会場美化：商店街女性部ボランティア

・広報部会

部会長：金澤　和彦

　　 　　　 　　　　 副部会長：大越　光敬
　　 　　　 　　　　  副部会長：菊地　孝幸
　　 　　　 　　　　  副部会長：小川　洋輝
　　 　　　 　　　　  副部会長：高橋　智信

　　　　　　　　　　　　部会員：松本　はるひ
　　　　　　　　　　　　部会員：對馬　隼人
                                    部会員：成田　仁美

・オブザーバー連絡会議

帯広開発建設部 十勝総合振興局

帯広警察署 帯広保健所

帯広市 帯広市消防本部

（株）十勝バス 北海道拓殖バス（株）

帯広市ハイヤー協同組合 十勝地区トラック協会

・監　事

（株）日専連ジェミス （株）エヌシーおびひろ

・相談役

藤本　長章 有澤　満夫

對馬　　 亮

對馬　隼人

・音響ＴＥＡＭ（イベント担当）

部田　淳貴



帯広まちなか歩⾏行行者天国実⾏行行委員会役員名簿

役 　 　職 ⽒氏 　 　名 よ 　み 所属・役職名

実⾏行行委員⻑⾧長 細川 　吉博 ほそかわ 　よしひろ 医療法⼈人社団 　博愛会	  理事⻑⾧長

副実⾏行行委員⻑⾧長 望⽉月 　琢磨 もちづき 　たくま 帯広平原通商店街振興組合理事	  	  /株式会社ピステ	  専務執⾏行行役

〃 千葉 　養⼦子 ちば 　ようこ ＮＰＯ法⼈人 　帯広ＮＰＯ２８サポートセンター理事⻑⾧長

〃 杉⼭山 　輝⼦子 すぎやま 　てるこ 帯広市商店街振興組合連合会専務理事	  /	  	  ㈱満寿屋商店代表取締役会⻑⾧長

相 談 役 藤本 　⻑⾧長章 ふじもと 　ながあき 帯広商⼯工会議所副会頭	  /	  ㈱藤丸	  代表取締役社⻑⾧長

〃 有澤 　満夫 ありさわ 　みつお 帯広市⻄西⼀一条中央商店街振興組合理事⻑⾧長	  /	  ㈱有沢	  代表取締役

監 　 　事 (株)⽇日専連ジェミス にっせんれんじぇみす

〃 (株)	  エヌシーおびひろ えぬしーおびひろ

幹 事 ⻑⾧長 佐々⽊木 　光彰 ささき 　みつあき 帯広⼆二建会 　幹事	  /	  笹⾕谷建設株式会社 　代表取締役副社⻑⾧長

副幹事⻑⾧長 仙北⾕谷 　康 せんぼくや 　やすし 帯広畜産⼤大学畜産科学科准教授

〃 葛⻄西 　克也 かさい 　かつや 帯広市役所

〃 砂⾦金金 　康弘 いさご 　やすひろ ㈱北鋼 　取締役

〃 ⽇日下 　悦克 くさか 　よしかつ ㈳北海道エルピーガス協会	  ⼗十勝⽀支部副⽀支部⻑⾧長	  /	  ⽇日下商店㈲	  代表取締役

会場部会⻑⾧長 辻 　直久 つじ 　なおひさ ㈱トップエージェンシー 　営業統括部⻑⾧長

同副部会⻑⾧長 郷 　智博 ごう 　ともひろ ㈱マルゴ⽂文具店

〃 外⼭山 　史教 そとやま 　ふみたか 医療法⼈人社団 　博愛会	  

〃 前川 　充 まえかわ 　みつる マニュライフ⽣生命

広報部会⻑⾧長 ⾦金金澤 　和彦 かなざわ 　かずひこ とかち帯広デザイン振興協議会 　会⻑⾧長／デザイン⼯工房・⾦金金澤	  代表

同副部会⻑⾧長 ⼤大越 　光敬 おおごし 　みつたか ㈱藤丸	  営業企画課企画担当課⻑⾧長

〃 菊池 　孝幸 きくち 　たかゆき ㈱⼗十勝マイクロ 　ＧＡＺＯ事業部 　営業

〃 ⾼高橋 　智信 たかはし 　とものぶ ㈱ザ・本屋さん 　マネージャー

〃 ⼩小川 　洋輝 おがわ 　ひろき HOME

⾷食・環境部会⻑⾧長 薮⽥田 　秀⾏行行 やぶた 　ひでゆき ㈱やぶ⽥田ファーム 　代表取締役

同副部会⻑⾧長 増⽥田 　貴⾏行行 ますだ 　たかゆき ㈱⼭山本忠信商店 　雑穀課 　課⻑⾧長

〃 ⽴立立花 　豪 たちばな 　たけし ㈱北海道エコシス

〃 野村 　和幸 のむら 　かずゆき サンライズ企画 　代表

〃 広野 　雅之 ひろの 　まさゆき ㈱⼭山本忠信商店 　営業部

〃 ⿊黒⽥田 　勝史 くろだ 　まさふみ YOSAKOIソーラン祭り組織委員会⼗十勝⽀支部 　⽀支部⻑⾧長

事務局⻑⾧長 望⽉月 　琢磨 もちづき 　たくま ㈱まちづくり元気おびひろ 　専務取締役

事務局次⻑⾧長 和⽥田 　卓 わだ 　たかし 医療法⼈人社団 　博愛会 　開⻄西病院

事 務 局 中島 　千晴 なかじま 　ちはる ㈱まちづくり元気おびひろ 　

事 務 局 池⽥田 　美知⼦子 いけだ 　みちこ ㈱まちづくり元気おびひろ

事務局⽀支援（帯広市） 櫻⽥田 　裕康 さくらだ 　ひろやす 帯広市商⼯工観光部 　商業まちづくり課 　商業まちづくり係 　係⻑⾧長

〃 菅野 　正樹 かんの 　まさき 同課 　専⾨門員

〃 ⾼高松 　寛之 たかまつ 　ひろゆき 同課 　主任補

事務局⽀支援（帯商） 橋本 　雄⼤大 はしもと 　たけひろ 帯広商⼯工会議所 　産業振興部 　中⼼心市街地活性化推進室 　課⻑⾧長



役職名 氏　　名 よ　み 肩　　書 連絡先１ 連絡先２ 連絡先３ 備　　考

実行委員長 細川　吉博 ほそかわ　よしひろ 医療法人社団　博愛会 理事長 0155-38-7208 090-1525-8073 ikyoku@hakuaikai.org

副実行委員長 千葉　養子 ちば　ようこ ＮＰＯ法人　帯広ＮＰＯ２８サポートセンター理事長 090-8429-0245 obinpo28@m2.octv.ne.jp

〃 望月　琢磨 もちづき　たくま 帯広平原通商店街振興組合理事  /株式会社ピステ 専務執行役 0155-23-4446 090-3775-4379 t.mochizuki@piste-obi.com

〃 杉山　輝子 すぎやま　てるこ 帯広市商店街振興組合連合会専務理事 /  ㈱満寿屋商店代表取締役会長 090-7659-3610 hoseyear-teruko@docomo.ne.jp

相談役 藤本　長章 ふじもと　ながあき 帯広商工会議所副会頭 / ㈱藤丸 代表取締役社長 0155-24-2101

〃 有澤　満夫 ありさわ　みつお 帯広市西一条中央商店街振興組合理事長 / ㈱有沢 代表取締役 0155-23-8201

監　事 （株）日専連ジェミス にっせんれんじぇみす 0155-21-2000

〃 （株）エヌシーおびひろ えぬしーおびひろ 0155-23-1361

幹事長 佐々木　光彰 ささき　みつあき 帯広二建会　幹事 / 笹谷建設株式会社　代表取締役副社長 0155-27-1116 090-2072-4415 charly59604@gmail.com

副幹事長 葛西　克也 かさい　かつや 帯広市 090-5223-1313 kkatsu1962@yahoo.co.jp

〃 仙北谷　康 せんぼくや　やすし 帯広畜産大学畜産科学科准教授 0155-49-5437 090-7583-3790 yasushi@obihiro.ac.jp

〃 砂金　康弘 いさご　やすひろ ㈱北鋼　取締役 0155-20-7115 090-1305-4454 hokko-135@cpost.plala.or.jp

〃 日下　悦克 くさか　よしかつ ㈳北海道エルピーガス協会 十勝支部副支部長 / 日下商店㈲ 代表取締役 0155-37-2013 090-3392-9603 kusaka2013@gmail.com

交通・会場部会長 辻　直久 つじ　なおひさ ㈱トップエージェンシー　営業統括部長 0155-22-3860 090-3111-5679 naoji1414@yahoo.co.jp

同副部会長 郷　智博 ごう　ともひろ ㈱マルゴ文具店 0155-23-1438 090-3393-6111 marugo@gray.plala.or.jp

〃 前川　充 まえかわ　みつる マニュライフ生命 090-9526-1286 naniyo@docomo.ne.jp

〃 外山　史教 そとやま　ふみたか 医療法人社団　博愛会 0155-55-4165 080-1882-0921 f_sotoyama@hakuaikai.org

広報部会長 金澤　和彦 かなざわ　かずひこ とかち帯広デザイン振興協議会　会長　/デザイン工房・金澤 代表 0155-67-2707 090-5222-7020 vzq13302@nifty.ne.jp

同副部会長 大越　光敬 おおごし　みつたか ㈱藤丸 営業企画課企画担当課長 0155-24-2101 080-1882-9076 ogoshi@fujimaru.co.jp

〃 菊池　孝幸 きくち　たかゆき ㈱十勝マイクロ　ＧＡＺＯ事業部　営業 0155-28-5821 080-5590-9471 t-kikuchi@good-gazo.com

〃 高橋　智信 たかはし　とものぶ ㈱ザ・本屋さん　マネージャー 0155-23-5991 090-2692-7731 t_tomonobu@zahon.jp

〃 小川　洋輝 おがわ　ひろき HOME 090-9755-6179 persons-2007@mail.goo.ne.jp

食・環境部会長 薮田　秀行 やぶた　ひでゆき ㈱やぶ田ファーム　代表取締役 0155-64-4263 090-2874-3783 ed-champ@db3.so-net.ne.jp

同副部会長 増田　貴行 ますだ　たかゆき ㈱山本忠信商店　雑穀課　課長 0155-31-1168 080-1870-3452 masuda@yamachu-tokachi.jp

〃 立花　豪 たちばな　たけし ㈱北海道エコシス 0155-37-3766 090-2053-4891 0zj3860515v5m9z@ezweb.ne.jp

野村　和幸 のむら　かずゆき サンライズ企画　代表 090-6260-1275 kazuyuki.128@ezweb.ne.jp

〃 広野　雅之 ひろの　まさゆき ㈱山本忠信商店　営業部 0155-31-1168 080-5587-3886 hirono@yamachu-tokachi.co.jp

〃 黒田　勝史 くろだ　まさふみ YOSAKOIソーラン祭り組織委員会十勝支部　支部長 0155-64-4103 090-3774-3917 kuroda-farm@r9.dion.ne.jp

事務局長 望月　琢磨 もちづき　たくま ㈱まちづくり元気おびひろ　専務取締役 0155-23-4446 090-3775-4379 t.mochizuki@piste-obi.com

事務局次長 和田　卓 わだ　たかし 医療法人社団　博愛会　開西病院 0155-38-7200 090-4873-5331 t_wada@hakuaikai.org

事務局 中島　千晴 なかじま　ちはる ㈱まちづくり元気おびひろ　 0155-23-4510

事務局 池田　美知子 いけだ　みちこ ㈱まちづくり元気おびひろ 0155-23-4510

事務局支援（帯広市） 櫻田　裕康 さくらだ　ひろやす 帯広市商工観光部　商業まちづくり課　商業まちづくり係　係長 0155-65-4164 commerce@city.obihiro.hokkaido.jp

〃 菅野　正樹 かんの　まさき 同課　専門員 0155-65-4164 commerce@city.obihiro.hokkaido.jp

〃 高松　寛之 たかまつ　ひろゆき 同課　主任補 0155-65-4164 commerce@city.obihiro.hokkaido.jp

事務局支援（帯商） 橋本　雄大 はしもと　たけひろ 帯広商工会議所　産業振興部　中心市街地活性化推進室　課長 0155-28-4774 090-2076-9141 hashimoto@occi.or.jp

mailto:t_wada@hakuaikai.org
mailto:t_wada@hakuaikai.org


帯広まちなか歩行者天国　緊急連絡体制図　
来　場　者　か　ら　の　情　報　提　供　　　　気　象　情　報　　　　そ　の　他　の　情　報

（緊急時第１次連絡先）（緊急時第１次連絡先）（緊急時第１次連絡先）

インフォメーションセンター　（　実施本部　兼　救護センター　）　

事務局

・順位１　ホコテンHQ　（望月）23-4510　（090-3775-4379）・順位２　ホコテンHQ　（和田）23-4510　（090-4873-5331）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帯広市商工観
光部商業まちづくり課（櫻田）65-4164　（090-7642-6650）　・順位３帯広商工会議所（橋本雄大）25-7121　（090-2076-9141）

・悪天候等⇒中止及び場所変更判断（事前・事後）⇒関係者（機関）連絡　　・事故発生⇒中止判断（事後）⇒関係者（機関）連絡　

（責任者） （事務局支援）（事務局支援）

実行委員長 細川　吉博 医療法人社団　博愛会	 理事長 0155-38-7208

帯	 広	 市
商工観光部
商業まちづくり

課	 

商業まちづくり係
係長

櫻田　裕康 ６５-４１６４

（副責任者） 専門員 菅野　正樹 ６５-４１６４

副実行委員長 千葉　養子 ＮＰＯ法人　帯広ＮＰＯ２８サポートセンター	 理事長 090-8429-0245 主任補 高松　寛之 ６５-４１６４

〃 望月　琢磨 帯広平原通商店街振興組合理事	 /株式会社ピステ	 専務執行役090-3775-4379 （オブザーバー連絡会議）

〃 杉山　輝子 帯広市商店街振興組合連合会専務理事	 /	 	 ㈱満寿屋商店代表取締役会長090-7659-3610 帯広警察署 交通課 規制係 ２５-０１１０

（幹事会構成員） 帯広建設管理部事業室事業課 施設保全室長・主査（管理）・主任２７-８７２６

幹事長 佐々木　光彰 帯広二建会　幹事 / 笹谷建設株式会社　代表取締役副社長 090-2072-4415 帯広市 都市建設部 管理課 ６５-４１７８

副幹事長 葛西　克也 帯広市役所 090-5223-1313
北海道開発局　帯広開発建設部

道路計画課 ２４-４１０６

〃 仙北谷　康 帯広畜産大学畜産科学科准教授 0155-41-5015 地域振興対策官 ２４-３１９５

〃 砂金　康弘 ㈱北鋼 090-1305-4454 十勝総合振興局	 地域政策部 とかち魅力発信推進室 ２６-９０１４

〃 日下　悦克 ㈳北海道エルピーガス協会	 十勝支部副支部長	 /	 日下商店㈲	 代表取締役090-3392-9603 帯広保健所 生活衛生課 食品保健係 ２７-８７０２

帯広市消防本部帯広市消防本部 通信課 ２６-９１２６

会場

部会長 辻　直久 ㈱トップエージェンシー　営業統括部長 090-3111-5679 ㈱十勝バス　旅客事業本部 乗合部課長 山本　康友 ３７-６５００

副部会長

郷　智博 ㈱マルゴ文具店 090-3393-6111 北海道拓殖バス㈱　営業課 営業課長 小森　明仁 ３１-８８１１

前川　充 マニュライフ生命 090-9526-1286 帯広市ハイヤー協同組合 常務理事 塚本　俊二 ２３-２１４３

外山　史教 医療法人社団　博愛会 080-1882-0921 十勝地区トラック協会 専務理事 晒谷　俊治 ３６-８５７５

広報

部会長 金澤　和彦 とかち帯広デザイン振興協議会　会長　/デザイン工房・金澤	 代表090-5222-7020 ※郵便事業㈱　帯広支店 郵便課 鎌田　　太 ２４-２００５

副部会長

大越　光敬 ㈱藤丸 営業企画課企画担当課長 080-1882-9076 ※赤帽帯広軽自動車運送協同組合理事長 鎌田　敏廣 ３４-１１４４

高橋　智信 ザ・本屋さん　マネージャー 090-2692-7731 ※は文書送付や電話連絡のみで会議の出席は求めていない。※は文書送付や電話連絡のみで会議の出席は求めていない。※は文書送付や電話連絡のみで会議の出席は求めていない。

小川　洋輝 HOME 090-9755-6179

菊地　孝幸 ㈱十勝マイクロ　ＧＡＺＯ事業部　営業 080-5590-9471 （事務局支援）

食・環境

部会長 薮田　秀行 ㈱やぶ田ファーム　代表取締役 090-2874-3783 帯広商工会議所
まちなか支所

産業振興部
中心市街地活性
化推進室

課長 橋本　雄大 ２８-４７４７

副部会長

増田　貴行 ㈱山本忠信商店　雑穀課　課長 080-1870-3452

立花　豪 ㈱北海道エコシス 090-2053-4891 （各報道機関）（各報道機関）

野村　和幸 サンライズ企画　代表 090-6260-1275 北海道新聞社 ２４-２１５１

広野　雅之 ㈱山本忠信商店　営業部 080-5587-3886 十勝毎日新聞社 ２２-２１２１

黒田　勝史 YOSAKOIソーラン祭り組織委員会十勝支部　支部長 090-3774-3917

イベント参加者など



帯広まちなか歩行者天国　緊急連絡体制図　（携帯電話）
来　場　者　か　ら　の　情　報　提　供　　　　気　象　情　報　　　　そ　の　他　の　情　報

（緊急時第１次連絡先）（緊急時第１次連絡先）（緊急時第１次連絡先）

インフォメーションセンター　（　実施本部　兼　救護センター　）　

事務局
・事務局支援

・順位１　ホコテンHQ（　　　　）　　　　　・順位２　帯広市商工観光部商業まちづくり課（　　　）　　　・順位３　帯広商工会議所（橋本雄大）090-2076-9141

・悪天候等⇒中止及び場所変更判断（事前・事後）⇒関係者（機関）連絡　　・事故発生⇒中止判断（事後）⇒関係者（機関）連絡　

（責任者） （事務局支援）（事務局支援）

実行委員長 細川　吉博 ikyoku@hakuaikai.org 0155-38-7208	 

帯	 広	 市
商工観光部
商業まちづくり

課	 

商業まちづくり係
係長

櫻田　裕康 ６５-４１６４

（副責任者） 専門員 菅野　正樹 ６５-４１６４

副実行委員長 千葉　養子 obinpo28@m2.octv.ne.jp 090-8429-0245 主任補 高松　寛之 ６５-４１６４

〃 望月　琢磨 t.mochizuki@piste-obi.com 090-3775-4379 （オブザーバー連絡会議）

〃 杉山　輝子 hoseyear-teruko@docomo.ne.jp 090-7659-3610 帯広警察署 交通課 規制係 ２５-０１１０

（幹事会構成員） 帯広建設管理部事業室事業課 施設保全室長・主査（管理）・主任２７-８７２６

幹事長 佐々木光彰 charly59604@gmail.com 090-2072-4415 帯広市 都市建設部 管理課 ６５-４１７８

副幹事長 葛西　克也 kkatsu1962@yahoo.co.jp 090-5223-1313
北海道開発局　帯広開発建設部

道路計画課 ２４-４１０６

〃 仙北谷　康 yasushi@obihiro.ac.jp 090-7583-3790 地域振興対策官 ２４-３１９５

〃 砂金　康弘 hokko-135@cpost.plala.or.jp 090-1305-4454 十勝総合振興局	 地域政策部 とかち魅力発信推進室 ２６-９０１４

〃 日下　悦克 kusaka2013@gmail.com 090-3392-9603 帯広保健所 生活衛生課 食品保健係 ２７-８７０２

帯広市消防本部帯広市消防本部 通信課 ２６-９１２６

会　場

部会長 辻　　直久 naoji1414@yahoo.co.jp 090-3111-5679 ㈱十勝バス　旅客事業本部 乗合部課長 山本　康友 ３７-６５００

副部会長

郷　　智博 marugo@gray.plala.or.jp 090-3393-6111 北海道拓殖バス㈱　営業課 営業課長 小森　明仁 ３１-８８１１

前川　　充 naniyo@docomo.ne.jp 090-9526-1286 帯広市ハイヤー協同組合 常務理事 塚本　俊二 ２３-２１４３

外山　史教 f_sotoyama@hakuaikai.org 080-1882-0921 十勝地区トラック協会 専務理事 晒谷　俊治 ３６-８５７５

広　報

部会長 金澤　和彦 vzq13302@nifty.ne.jp 090-5222-7020 ※郵便事業㈱　帯広支店 郵便課 鎌田　　太 ２４-２００５

副部会長

大越　光敬 ogoshi@fujimaru.co.jp 080-1882-9076 ※赤帽帯広軽自動車運送協同組合理事長 鎌田　敏廣 ３４-１１４４

高橋　智信 t_tomonobu@zahon.jp 090-2692-7731 ※は文書送付や電話連絡のみで会議の出席は求めていない。※は文書送付や電話連絡のみで会議の出席は求めていない。※は文書送付や電話連絡のみで会議の出席は求めていない。

小川　洋輝 persons-2007@mail.goo.ne.jp 090-9755-6179

菊地　孝幸 t-kikuchi@good-gazo.com 080-5590-9471 （事務局支援）

食・環境

部会長 薮田　秀行 ed-champ@db3.so-net.ne.jp 090-2874-3783 帯広商工会議所
まちなか支所

産業振興部
中心市街地活性
化推進室

課長 橋本　雄大 ２８-４７４７

副部会長

増田　貴行 masuda@yamachu-tokachi.jp 080-1870-3452

立花　　豪 0zj3860515v5m9z@ezweb.ne.jp 090-2053-4891 （各報道機関）（各報道機関）

野村　和幸 kazuyuki.128@ezweb.ne.jp 090-6260-1275 北海道新聞社 ２４-２１５１

広野　雅之 hirono@yamachu-tokachi.co.jp 080-5587-3886 十勝毎日新聞社 ２２-２１２１

黒田　勝史 kuroda-farm@r9.dion.ne.jp 090-3774-3917

イベント参加者など




