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５月 ７日 提言『関西は１つ～2021年に向けて関西全体でビジョンを共有しよう～』を 

記者発表 

 

 

 

４月２７日 常任幹事会・幹事会にて 
        提言案『関西は１つ～2021年に向けて関西全体でビジョンを共有しよう～』 

を審議 

 

2014年度 関西 2019・20・21委員会 活動状況 

（役職は実施当時のもの） 
 
 
平成 26年 
 

６月 ９日 第１回委員会会合 
「平成 26年度の活動方針案について」 
 

 
８月 ４日 講演会・第２回委員会会合 
      「ビッグイベントの地域波及効果の最大化・持続化｣ 
      講師：国土交通省 鉄道局次長  篠原 康弘 氏 

  
 

９月３０日 第３回委員会会合 
      「2021年を超え、スポーツの力で関西を世界の課題解決先進都市として 

発信し続ける為に｣ 
      講師：大阪成蹊大学 客員教授(前スポーツコミッション関西事務局長) 
                                 田村  匡 氏 
         ㈱電通 統合ソリューション局 ビジネスプロデュース部長 谷口 順一 氏 

統合ソリューション局 ビジネスプロデュース部 栗原 洋介 氏 
           
 

１１月１７日 第４回委員会会合 
      「これまでの議論の整理と今後の対応について｣ 

   
  

１２月 ３日 講演会・第５回委員会会合 
      「関西の持続的な成長に向けて解決すべき課題と活かすべき強み｣ 
      講師：㈱日本総合研究所 調査部 主席研究員  藻谷 浩介 氏 
 
 

１２月２４日 第６回委員会会合 
      「意見交換会｣ 
      ゲスト： (一社)京都経済同友会 増田 寿幸 代表幹事 

(一社)神戸経済同友会 馬場 宏之 代表幹事 
(一社)神戸経済同友会 道満 雅彦 副代表幹事 
 
 

平成 27年 
 
３月１９日 第７回委員会会合 
      「平成 26年度とりまとめについて」 
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平成 26年度 関西 2019・20・21委員会 名簿 

   

平成 27年 4月 27日現在 

（敬称略） 

 
委員長 䕃山 秀一 (株)三井住友銀行 取締役副会長 

委員長代行 生駒 京子 (株)プロアシスト 代表取締役  

副委員長 新居 勇子 全日本空輸(株) 執行役員大阪支店長 

 〃 岩井 秀一 (株)大広 取締役会長 

 〃 上島 健二 (株)ｉＴｅｓｔ 取締役社長   

 〃 小笠原 恒夫 (株)電通 執行役員 

 〃 菊地 憲一 (株)日本旅行 常務取締役兼執行役員 西日本営業本部長 

 〃 熊本 敏彦 西日本電信電話(株) 取締役副社長 

 〃 近藤 三津枝 (有)パンコット 代表取締役 

 〃 坂上 和典 (株)博報堂 常務執行役員関西支社長 

 〃 佐々木 洋三 (公財)関西・大阪 21 世紀協会 専務理事 

 〃 高舛 啓次 (株)ロイヤルホテル 取締役副社長 

 〃 丸尾 真哉 (株)Ｊプロデュース 取締役社長 

 〃 宮島 芳明 (株)関西東急ホテルズ 取締役 

 〃 村田 俊彦 (株)大林組 常務執行役員 

 〃 矢野 裕史 (株)大成ＣＩ 代表取締役 

 〃 吉田 昌功 近鉄グループホールディングス(株) 取締役社長 

委 員 阿部 雅行 トップツアー(株) 執行役員大阪支社長 

 〃 石丸 昌宏 京阪電気鉄道(株) 執行役員 

 〃 伊東 信久 医療法人眞愛会 伊東くりにっく 理事長 

 〃 岡田 繁雄 (株)ＬＥＩＳ 取締役 

 〃 乙守 順市 三井住友海上火災保険(株) 専務執行役員関西企業本部長 

 〃 小野 謙治 ジャトー(株) 取締役社長  

 〃 影嶋 孝史 新栄不動産ビジネス(株) 執行役員関西支店長 

 〃 来海 忠男 (株)プランテック総合計画事務所 取締役社長 

 〃 久保 友志郎 ソーラーテック(株) 代表取締役 

 〃 近藤 誠一 大阪ガス(株) 秘書部経営調査室長 

 〃 清水 宣男 (株)関電工 特別営業推進役 西日本営業本部長 

 〃 髙倉 照正 西日本高速道路(株) 取締役常務執行役員 

 〃 田中 行男 (一財)関西情報センター 専務理事（代表理事） 

 〃 徳山 正博 (株)ＪＴＢ西日本 執行役員 法人営業大阪支店長 

 〃 長尾 隆義 綜合警備保障(株) 常務執行役員(３月退会) 

 〃 難波 里美 (株)難波不動産鑑定 代表取締役 

 〃 野崎 光男 阪急電鉄(株) 専務取締役 

 〃 林   直樹 (株)日建設計 取締役副会長 

 〃 前田 勇治 川崎重工業(株) 理事 関西支社長 

 〃 真鍋  靖 (株)日立製作所 関西支社長執行役員 

 〃 向井  新 (株)向新 取締役社長 

 〃 薮内 知利 ぴあ(株) 執行役員関西支社長 

 〃 矢本 博三 清友監査法人 代表社員 

 〃 吉竹 良陽 住友商事(株) 関西業務企画部副部長 
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スタッフ 中島 将貴 (株)三井住友銀行 総務部部長 

 〃 福岡 克也 (株)三井住友銀行 経営企画部部長 

 〃 石川 智久 (株)三井住友銀行 経営企画部金融調査室次長 

 〃 坂井 潤一 (株)三井住友銀行 経営企画部金融調査室室長代理補 

 〃 大森 賢一 (株)プロアシスト 社長付特命担当 

 〃 梅阪 雅雄 全日本空輸(株) 大阪支店第二販売部担当部長 

 〃 宮田 和明 (株)大広 大阪ビジネスユニット第２営業局第１部部長 

 〃 湯浅 康平 (株)ｉＴｅｓｔ 経営戦略企画室 

 〃 谷口 順一 (株)電通 統合ソリューション局次長兼ビジネスプロデュース部長 

 〃 山本 康博 (株)電通 総務局関西総務室関西総務マネジメント部長  

 〃 栗原 洋介 (株)電通 統合ソリューション局 ビジネスプロデュース部 

 〃 関  敏弘 (株)日本旅行 マネージャー 

 〃 奥谷 修司 (株)博報堂 関西支社渉外担当支社長代理 

 〃 田口  晃 (株)博報堂 関西支社 

 〃 加藤 祐嗣 (公財)関西・大阪 21世紀協会 エクゼクティブプロデューサー 

 〃 斉藤 靖司 (株)ロイヤルホテル セールス統轄部宿泊担当部長 

 〃 柳田 好男 (株)Ｊプロデュース 第４営業局局長 

 〃 東尾 俊哉 (株)Ｊプロデュース 営業局次長 

 〃 福村 和広 (株)Ｊプロデュース ＴＰ室長 

 〃 越野 司朗 (株)関西東急ホテルズ 大阪東急ＲＥＩホテル総支配人 

 〃 潮   惠一郎 (株)大林組 建築事業部企画部部長 

 〃 藤下  修 近鉄グループホールディングス(株) 経営戦略部長 

 〃 稲垣 勝久 近鉄グループホールディングス(株) 経営戦略部課長 

代表幹事スタッフ 土塚 浩一 日本生命保険(相) 本店企画広報部長 

 〃 大澤 昌丈 日本生命保険(相) 金融法人第二部 法人部長 

 〃 桑畠   滋 日本生命保険(相) 企画総務部課長補佐 

 〃 大野  敬 西日本電信電話(株) 秘書室担当部長 

 〃 大石  直 西日本電信電話(株) 秘書室担当課長 

 〃 堀  摩耶 西日本電信電話(株) 秘書室主査 

事務局 齊藤 行巨 (一社)関西経済同友会 常任幹事・事務局長 

 〃 野畑  健 (一社)関西経済同友会 企画調査部課長 

 〃 本宮 亜希子 (一社)関西経済同友会 企画調査部主任 


