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　　次のとおり，「上川地方技能尊重運動推進協議会平成２８年度通常
　総会」を開催します。

　１　日　時　　平成２８年５月２６日（木）１３時～１４時

　２　場　所　　旭川トーヨーホテル　３階　琥珀の間
　　　　　　　　　（旭川市７条通７丁目）

　３　主催者　　上川地方技能尊重運動推進協議会
　　　　　　　　　（事務局：旭川市 経済観光部 産業振興課内）

　４　議　事
　　　・報告第１号　平成２７年度事業実績報告について
　　　・報告第２号　平成２７年度収支決算報告について
　　　・平成２７年度会計監査報告について
　　　・議案第１号　名称変更について
　　　・議案第２号　平成２８年度事業計画(案)について
　　　・議案第３号　平成２８年度収支予算(案)について

【上川地方技能尊重運動推進協議会の概要】
　　本協議会は，昭和４３年に上川管内の産業団体，職業訓練団体，技能
　士団体等を構成員とし，技能労働に対する社会的地位を高め，技能者の
　経済的地位の安定向上を図り，併せて住民一般に技能尊重の気運を醸成
　することを目的として設立されました。
　会長　桑原　義彦（上川地方技能訓練協会 会長）
　構成団体　４０団体

有 　　総会次第，委員名簿

　同日１７時３０分から，同ホテル２階「丹頂の間」において，上川地方技能
尊重運動推進協議会の構成団体である上川地方技能訓練協会及び北海道旭川地
方技能士会の合同表彰式が開催されますので積極的な取材をお願いします。
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sangyousinkou@city.asahikawa.hokkaido.jp

旭川市経済観光部産業振興課
阿部，後藤

平成２８年５月２３日

上川地方技能尊重運動推進協議会　平成２８年度通常総会

　技能の重要性，必要性に対する意識を高めるため，取材を通して積極的な
報道をお願いいたします。

mailto:sangyousinkou@city.asahikawa.hokkaido.jp


１　開会

２　会長挨拶

３　来賓紹介

４　議長選出

５　議事

　・報告第１号　平成２７年度事業実績報告について

　・報告第２号　平成２７年度収支決算報告について

　・平成２７年度会計監査報告について

　・議案第１号　名称変更について

　・議案第２号　平成２８年度事業計画(案)について

　・議案第３号　平成２８年度収支予算(案)について

６　その他

７　閉会

上川地方技能尊重運動推進協議会
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上川地方技能尊重運動推進協議会　会員名簿

Ｈ28．5．20現在

団体名 役職 代表者 郵便番号 所在地 電話番号 FAX 役　職 備考

旭川商工会議所 会　頭 新谷　龍一郎 070-8540 旭川市常盤通1丁目 0166-22-8411 0166-22-2600 顧問

一般社団法人旭川建設業協会 会　長 川島　崇則 070-0035 旭川市5条通5丁目左10号 0166-22-5144 0166-23-7937 顧問

上川地方技能訓練協会 会　長 桑原　義彦 079-8610 旭川市永山6条19丁目　上川総合振興局産業振興部商工労働観光課内 0166-46-5278 0166-46-5279 会長

旭川塗装工業協同組合 理事長 吉田　信治 078-8273 旭川市工業団地3条2丁目1-18　旭川市工業技術センター内 0166-36-6681 0166-36-6682 副会長

一般財団法人旭川建築技能協会 理事長 高橋　有司 079-8419 旭川市永山9条1丁目3番10号　旭川建築総合センター内 0166-26-1403 0166-26-1403 副会長

道北電気工事業協同組合 理事長 武田　政則 070-0033 旭川市3条通11丁目左7号 0166-26-4116 0166-22-3071 副会長

北海道旭川地方技能士会 会　長 美浪　利光 079-8610 旭川市永山6条19丁目　上川総合振興局産業振興部商工労働観光課内 0166-46-5278 0166-46-5279 副会長

旭川鉄筋技能士会 会　長 米澤　孝良 078-1304 当麻町4条西2丁目1-15　株式会社拓工業内 0166-84-4490 0166-84-4691 監事

旭川板金工業協同組合 理事長 村椿　幸二 078-8273 旭川市工業団地3条2丁目1-18　旭川市工業技術センター内 0166-36-7175 0166-36-7176 監事

北海道上川管内商工会連合会 会　長 荒尾　孝司 079-8412 旭川市永山2条19丁目5番11号 0166-73-5512 0166-73--5513 理事

士別商工会議所 会　頭 千葉　道夫 095-0022 士別市西2条5丁目0928-1 0165-23-2144 0165-23-5417 理事

名寄商工会議所 会　頭 藤田　健慈 096-0001 名寄市東1条南7丁目 0165-43-3155 0165-42-0571 理事

富良野商工会議所 会　頭 荒木　　毅 076-0031 富良野市本町7-10 0167-22-3555 0167-22-3120 理事

(職)旭川建築職業訓練協会 会　長 増田　信幸 079-8419 旭川市永山9条1丁目3番10号　旭川建築総合センター内 0166-26-1403 0166-26-1403 理事

(職)旭川左官職業訓練協会 会　長 長谷川　安光 070-0901 旭川市花咲町1丁目 0166-53-2300 0166-53-2306 理事

旭川板硝子商工組合 組合長 葎嶋　義昭 071-8112 旭川市東鷹栖東2条2丁目　株式会社島屋ガラス内 0166-57-5566 0166-57-6176 理事

旭川印刷製本工業協同組合 代表理事 井田　多加夫 078-8217 旭川市７条通２３丁目３５８番地 0166-31-5581 0166-31-6227 理事

旭川家具工業協同組合 代表理事 渡辺　直行 079-8412 旭川市永山2条10丁目1-35 0166-48-4135 0166-48-4749 理事

旭川ガラスサッシ組合 組合長 高橋　眞三 070-0010 旭川市大雪通3丁目489番地の73 0166-22-1777 0166-22-1860 理事

旭川管工事技能士会 会　長 中島　松三 070-0061 旭川市曙1条8丁目2番25号　新東ビル2F旭川空調衛生工事業協会内 0166-26-4691 0166-25-7552 理事

旭川木のモノ組合 会　長 得永　光利 070-0822 旭川市旭岡2丁目11-13　山田様（事務局） 0166-52-9387 0166-52-9387 理事

旭川建設躯体工事業組合 組合長 佐藤　治 071-0875 旭川市春光台5条3丁目2番8号 0166-54-1088 0166-54-1088 理事

旭川広告美術業組合 組合専務理事 蜂谷　規彦 070-0055 旭川市５条西４丁目１−１５　キド看板工芸内 0166-22-4309 0166-25-5715 理事

旭川畳業組合 組合長 佐藤　英行 070-0811 旭川市川端町1条5丁目2番1号　(株)佐藤畳内装店 0166-51-0564 0166-53-3886 理事

旭川建具事業協同組合 理事長 高木　均 079-8417 旭川市永山7条1丁目4番17号 0166-22-2566 0166-22-2568 理事

旭川地区タイル工事店会 会　長 野原　修一 078-8245 旭川市豊岡15条5丁目3-14　株式会社セラホック内 0166-32-2828 0166-34-7232 理事

旭川地方左官工業協同組合 理事長 美浪　利光 070-0901 旭川市花咲町1丁目 0166-53-2300 0166-53-2306 理事

旭川地方自動車車体整備協同組合 理事長 山中　正志渡 070-0902 旭川市春光町10 旭川地方自動車車体整備協同組合5F 0166-76-1131 0166-76-1880 理事

旭川鳶土工事業組合 組合長 北原　　勵 078-8333 旭川市南3条通24丁目　北原建設株式会社内 0166-32-3133 0166-32-5139 理事

旭川木彫・工芸品協会 会　長 菅野　秀雄 078-8344 旭川市東光4条4丁目1-16　北都工芸社内 0166-32-5775 0166-32-5775 理事
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上川地方技能尊重運動推進協議会　会員名簿

Ｈ28．5．20現在

団体名 役職 代表者 郵便番号 所在地 電話番号 FAX 役　職 備考

旭川木工塗装技能士会 会　長 平田　薫 078-8272 旭川市工業団地2条2丁目1番4号　㈱インテリア平田塗装内 0166-36-5400 0166-36-5401 理事

上川地方造園業組合 理事長 和泉　建敬 078-8235 旭川市豊岡5条8丁目2番1号 0166-34-8226 0166-34-8236 理事

士別地方技能士会 会　長 菅原　清隆 095-0039 士別市大通北2丁目　株式会社ミタツ内 0165-23-3071 0165-23-1422 理事

日本和裁士旭川支部 支部長 佐藤　健志 078-8354 旭川市東光１４条７丁目４－２０　 0166-31-1164 0166-31-1164 理事

北海道インテリア事業協同組合旭川支部 支部長 石川　泰博 078-8330 旭川市宮下通19丁目左7号　株式会社石川芳一商店内 0166-31-2604 0166-31-2895 理事

北海道自動車処理協同組合旭川支部 支部長 菅野　康博 079-8451 旭川市永山北2条9丁目11番地2　有限会社菅野商事内 0166-76-1131 0166-49-2045 理事

北海道全調理師会旭川支部 支部長 浦野　 勉 070-8525 旭川市６条通１０丁目　旭川市保健所内 0166-27-3766 0166-27-3766 理事

北海道表具内装業協同組合道北支部 支部長 早坂　　孝 078-8341 旭川市東光1条4丁目　有限会社早坂装飾内 0166-31-9245 0166-53-3886 理事

北海道洋菓子協会旭川支部 支部長 村本　定範 070-8013 旭川市神居３条２丁目１－６ 0166-61-3211 0166-61-3839 理事

旭川鐵工組合 組合長 媚山　正人 078-8273 旭川市工業団地３条２丁目１－１８　工業技術センター内 0166-36-4153 0166-36-4153 理事

関係団体名簿

団体名 代表者 郵便番号 所在地 電話番号 役　職 備考

北海道上川総合振興局 局　長 渡辺　明彦 079-8610 旭川市永山6条19丁目 0166-46-5938 顧問

旭川市 市　長 西川　将人 070-0036 旭川市6条通9丁目46番地 0166-65-7047 顧問

士別市 市　長 牧野　勇司 095-8686 士別市東6条4丁目1番地 0165-23-3121 顧問

名寄市 市　長 加藤　剛士 096-0010 名寄市大通南1丁目 01654-3-2111 顧問

富良野市 市　長 能登　芳昭 076-8555 富良野市弥生町1番1号 0167-39-2300 顧問

上川町村会 会　長 浜田　哲 079-8610 旭川市永山6条19丁目　上川総合振興局内 0166-46-5230 顧問

旭川高等技術専門学院 学院長 平田　庄吾 078-8307 旭川市緑が丘東3条2丁目1番1号 0166-65-6667 顧問

北海道職業能力開発促進センター旭川訓練センター センター長 河田　恵一 079-8418 旭川市永山8条20丁目3番1号 0166-48-2412 顧問
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