
別紙1-2

（順不同）

所属 役職 氏名

1 委員長 公益社団法人 日本観光振興協会 会長 山西　健一郎

2 副委員長 全国知事会 会長 上田　清司

3 副委員長 全国市長会 会長 立谷　秀清

4 副委員長 公益社団法人 京都市観光協会 会長 柏原　康夫

5 副委員長 日本政府観光局（JNTO) 理事長 清野　智

6 副委員長 一般社団法人 全国旅行業協会 会長 二階　俊博

7 副委員長 一般社団法人 日本経済団体連合会 副会長 冨田　哲郎

8 副委員長 日本百貨店協会 会長 赤松　憲

9 副委員長 独立行政法人 日本貿易振興機構 理事長 石毛　博行

10 副委員長 一般社団法人 日本ホテル協会 会長 志村　康洋

11 副委員長 一般社団法人 日本旅館協会 会長 北原　茂樹

12 副委員長 一般社団法人 日本旅行業協会 会長 田川　博己

13 委員 一般財団法人 アジア太平洋観光交流センター 会長 尾崎　裕

14 委員 株式会社オリエンタルランド 代表取締役会長兼ＣＥＯ 加賀見　俊夫

15 委員 一般財団法人 休暇村協会 理事長 河本 利夫

16 委員 一般社団法人　九州観光推進機構 会長 石原　進

17 委員 九州旅客鉄道株式会社 取締役常務執行役員 古宮　洋二

18 委員 一般財団法人 国際観光サービスセンター 常務理事 原　祥隆

19 委員 公益社団法人 国際観光施設協会 会長 鈴木　裕

20 委員 一般社団法人 国際観光日本レストラン協会 会長 安田　眞一

21 委員 株式会社JTB 代表取締役社長 髙橋　広行

22 委員 株式会社ジェーシービー 代表取締役兼執行役員社長 浜川　一郎

23 委員 四国ツーリズム創造機構 会長 松田　清宏

24 委員 四国旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 半井　真司

25 委員 株式会社資生堂 代表取締役社長 魚谷　雅彦

26 委員 関西エアポート株式会社 代表取締役社長 CEO 山谷　佳之

27 委員 スズキ株式会社 代表取締役会長 鈴木　修

28 委員 全国観光土産品連盟 会長 山本　泰人

29 委員 一般社団法人 全国空港ビル事業者協会 会長 横田　信秋

30 委員 全国商工会連合会 会長 森　義久

31 委員 全国町村会 会長 荒木　泰臣

32 委員 一般社団法人 全国農協観光協会 代表理事専務 清水　清男

観光立国推進協議会委員等名簿



33 委員 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 会長 多田　計介

34 委員 一般社団法人 全国レンタカー協会 会長 岩崎　貞二

35 委員 全日本空輸株式会社 代表取締役社長 平子 裕志

36 委員 一般社団法人 全日本シティホテル連盟 会長 清水　嗣能

37 委員 一般財団法人 地域活性化センター 理事長 椎川　忍

38 委員 一般財団法人 地域伝統芸能活用センター 理事長 寺西 達弥

39 委員 中国地域観光推進協議会 会長 苅田　知英

40 委員 一般社団法人　中央日本総合観光機構 会長 豊田　鐵郎

41 委員 中部国際空港株式会社 代表取締役社長 友添　雅直

42 委員 株式会社電通 社長執行役員 山本　敏博

43 委員 東海旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 金子　慎

44 委員 東京海上ホールディングス株式会社 取締役会長 隅　修三

45 委員 公益財団法人 東京観光財団 理事長 前田　新造

46 委員 東京地下鉄株式会社 代表取締役会長 安富　正文

47 委員 株式会社東芝 代表取締役社長 綱川　智

48 委員 一般社団法人東北観光推進機構 会長 小縣　方樹

49 委員 東レ株式会社 代表取締役社長 日覺　昭廣

50 委員 中日本高速道路株式会社 代表取締役社長CEO 宮池　克人

51 委員 成田国際空港株式会社 代表取締役社長 夏目　誠

52 委員 西日本高速道路株式会社 代表取締役社長 酒井　和広

53 委員 西日本旅客鉄道株式会社 相談役 佐々木　隆之

54 委員 NPO法人 日本エコツーリズム協会 会長 田川　博己

55 委員 一般社団法人 日本オートキャンプ協会 会長 明瀬　一裕

56 委員 一般社団法人 日本温泉協会 会長 笹本　森雄

57 委員 一般社団法人 日本海外ツアーオペレーター協会 会長 大畑　貴彦

58 委員 一般社団法人 日本外航客船協会 会長 山口　直彦

59 委員 日本空港ビルデング株式会社 代表取締役会長 兼CEO 鷹城　勲

60 委員 日本航空株式会社 代表取締役会長 植木 義晴

61 委員 公益財団法人 日本交通公社 会長 末永　安生

62 委員 公益財団法人 日本交通文化協会 理事長 滝　久雄

63 委員 日本国際観光学会 会長 島川　崇

64 委員 一般社団法人 日本コンベンション協会 代表理事 武内　紀子

65 委員 公益財団法人 日本サイクリング協会 専務理事 長澤　惠一

66 委員 一般社団法人 日本自動車連盟 専務理事 久米　正一

67 委員 公益財団法人 日本修学旅行協会 理事長 竹内　秀一



68 委員 日本商工会議所 観光委員会　共同委員長 早川　慶治郎

69 委員 一般社団法人 日本ショッピングセンター協会 専務理事 古屋　雅弘

70 委員 日本チェーンストア協会 専務理事 井上　淳

71 委員 一般社団法人 日本添乗サービス協会 会長 三橋　滋子

72 委員 公益財団法人 日本ナショナルトラスト 会長 梅﨑　壽

73 委員 公益財団法人 日本博物館協会 会長 銭谷　眞美

74 委員 公益社団法人 日本バス協会 理事長 梶原　景博

75 委員 定期航空協会 理事長 辻岡　明

76 委員 一般財団法人 日本ファッション協会 理事長 馬場　彰

77 委員 NPO法人　日本ヘルスツーリズム振興機構 理事長 森　昭三

78 委員 一般財団法人 日本ホテル教育センター 理事長 石塚　勉

79 委員 一般社団法人 日本ホテルバーメンズ協会 会長 小森谷　弘

80 委員 一般社団法人 日本民営鉄道協会 会長 山木　利満

81 委員 一般財団法人 日本ユースホステル協会 副会長 水野　宰

82 委員 一般社団法人 日本観光通訳協会 会長 萩村　昌代

83 委員 一般社団法人 日本旅客船協会 会長 福武　章夫

84 委員 公益財団法人 日本レクリエーション協会 理事長 小西　亘

85 委員 株式会社博報堂 執行役員 立谷　光太郎

86 委員 東日本高速道路株式会社 代表取締役社長 小畠　徹

87 委員 東日本旅客鉄道株式会社 取締役会長 冨田　哲郎

88 委員 公益社団法人　北海道観光振興機構 会長 堰八　義博

89 委員 北海道旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 島田　修

90 委員 三井住友カード株式会社 代表取締役社長　兼　最高執行役員 大西　幸彦

91 委員 三菱UFJニコス株式会社 代表取締役社長 石塚 啓

92 委員 ユーシーカード株式会社 代表取締役社長 北嶋　信顕

93 委員 一般財団法人 ロングステイ財団 会長 田川　博己

94 委員 スターツコーポレーション株式会社 代表取締役会長 村石　久二

95 委員 日本郵便株式会社 代表取締役社長兼執行役員社長 横山　邦男

96 委員 一般社団法人　ジャパンショッピングツーリズム協会 代表理事 新津　研一

97 委員 信金中央金庫 理事長 柴田 弘之

98 委員 グーグル合同会社 観光立国推進部長 陳内　裕樹

99 委員 トリップアドバイザー株式会社 代表取締役 牧野　友衛

100 委員 株式会社コンベンションリンケージ 取締役社長 砂原　純子

101 委員 株式会社サニーサイドアップ 代表取締役社長 次原　悦子

102 委員 株式会社セレスポ 専務取締役 岡本　敦哉



103 委員 東京急行電鉄株式会社 取締役会長 野本　弘文

104 委員 ソフトバンク株式会社 代表取締役社長兼ＣＥＯ 宮内　謙

105 委員 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 代表取締役社長 丸山　隆司

106 委員 株式会社日本旅行 代表取締役社長　兼　執行役員 堀坂　明弘

107 委員 一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会 会長 川鍋　一朗

108 委員 東武鉄道株式会社 取締役社長 根津　嘉澄

109 委員 京浜急行電鉄株式会社 取締役会長 石渡　恒夫

110 委員 三井住友海上火災保険株式会社 取締役社長 原　典之

111 委員 三井物産株式会社 ビジネス推進部部長 山根　正司

112 委員 株式会社ぐるなび 代表取締役会長兼ＣＥＯ・創業者 滝　久雄

113 委員 東京商工会議所 副会頭 佐々木　隆

114 委員 関東観光広域連携事業推進協議会 会長 佐々木　隆

115 委員 株式会社ブリックス 代表取締役社長 吉川　健一

116 委員 インクリメントP株式会社 第二事業本部　国内事業部　部長 亀ヶ谷　好彦

117 委員 東京国際空港ターミナル株式会社 代表取締役社長 土井勝二

118 委員 サービス・ツーリズム産業労働組合連合会 会長 後藤　常康

119 委員 ジャパニーズ・イン・グループ 会長 福田　金也

120 委員 株式会社　はとバス 代表取締役社長 中村　靖

121 委員 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 会長 平良　朝敬

122 委員 ニッポンレンタカーサービス株式会社 代表取締役社長　執行役員 荒幡　義光
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