
平成 28年度 関西 MICE・IR推進委員会 名簿 

 

 （2016年 10月 27日現在 敬称略） 

区 分 氏 名 勤務先 役職名 

委員長 福島 伸一 (株)大阪国際会議場 取締役社長 

委員長代行 松田 憲二 ユアサＭ＆Ｂ(株) 取締役社長 

副委員長 秋野 啓一 (株)日立製作所 関西支社長 執行役員 

副委員長 荒川 哲男 公立大学法人 大阪市立大学 理事長兼学長 
副委員長 
（第４分科会座長） 

井垣 貴子 (株)健康都市デザイン研究所 取締役社長   

副委員長 池田 耕二 清水建設(株) 専務執行役員関西支店長 

副委員長 猪﨑 光一 南海辰村建設(株) 取締役社長 

副委員長 稲田 浩二 関西電力(株) 常務執行役員 

副委員長 井上 浩一 有限責任あずさ監査法人 パートナー 

副委員長 井上 弘毅 住友商事(株) 常務執行役員 国内担当役員関西支社長 

副委員長 岩田 研一 三菱地所(株) 執行役専務 

副委員長 植田 和保 近鉄グループホールディングス(株) 取締役副社長 

副委員長 浮舟 邦彦 学校法人滋慶学園 理事長 

副委員長 遠藤 修一 (株)ＪＴＢ西日本 取締役 

副委員長 小椋 和平 IDEC(株) 顧問 

副委員長 風間   優 鹿島建設(株) 常務執行役員 関西支店副支店長 

副委員長 梶谷 健生 パナソニック(株) 関西渉外室 室長 
副委員長 
（第１分科会座長） 

勝見 博光 (株)グローバルミックス 代表取締役 

副委員長 来海 忠男 (株)プランテック総合計画事務所 取締役社長 

副委員長 久保 明代 (株)プロスパー･コーポレーション 代表取締役 

副委員長 坂上 和典 (株)博報堂 常務執行役員 

副委員長 澤   芳樹 NPO法人心臓血管治療の将来を考える会  理事長 

副委員長 志賀   茂 がんこフードサービス(株) 取締役副会長 

副委員長 高舛 啓次 (株)ロイヤルホテル 取締役副社長 

副委員長 長山 芳幸 凸版印刷(株) 取締役副社長 

副委員長 並木 竜史 セガサミーホールディングス(株) 大阪支店長 

副委員長 難波 正人 (株)竹中工務店 取締役執行役員副社長 

副委員長 西名 弘明 オリックス(株) 執行役副会長 

副委員長 西本 伸男 大成建設(株) 関西支店副支店長 

副委員長 古堅 一成 西日本電信電話(株) 取締役 

副委員長 細井 裕司 公立大学法人奈良県立医科大学 理事長・学長 

副委員長 細川 隆司 住友不動産(株) 関西支店長 

副委員長 間島   寬 岩谷産業(株) 常務取締役 

副委員長 松内 秀樹 有限責任監査法人トーマツ パートナー 

副委員長 松田    健 日本コンベンションサービス(株) 執行役員 
副委員長 
（第２分科会座長） 

丸尾 真哉 (株)Jプロデュース 取締役社長 

副委員長 三浦 達也 京阪ホールディングス（株） 取締役常務執行役員 

副委員長 宮田 賀生 エンゼルプレイングカード（株） 会長 



副委員長 村田 俊彦 (株)大林組 常務執行役員 

副委員長 森岡   毅 (株)ユー・エス・ジェイ CMO 執行役員 マーケティング本部長 

副委員長 八木 隆史 (株)電通 執行役員 

副委員長 山口 朋子 (株)コングレ 取締役執行役員 

副委員長 山本 竹彦 ダイビル(株) 取締役会長 

副委員長 山谷 佳之 関西エアポート(株) 取締役社長CEO 

副委員長 吉川 敏一 京都府立医科大学 学長 
副委員長 
（第3分科会座長） 

吉野 国夫 (株)ダン計画研究所 会長 

委員 井上 祐二 三菱ＵＦＪニコス(株) 執行役員 

委員 歌川 弘三 (株)こなか 取締役会長 

委員 浦島 澄男 (株)きんでん 取締役副社長 

委員 大志万 公博 三精テクノロジーズ(株) 取締役副社長 

委員 大畑 建治 （一財）ものづくり医療コンソーシアム 理事長 

委員 小関 道幸 (株)ソーシャルプロデューサー 取締役会長 

委員 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 

委員 小野 謙治 ジャトー(株) 取締役社長  

委員 小野 幸親 相互タクシー(株) 取締役社長 

委員 加藤 俊勝 JFEエンジニアリング(株) 顧問 

委員 川口 達夫 (株)櫻製油所 取締役社長 

委員 河崎 司郎 新日本有限責任監査法人 マネージングディレクター 

委員 北山 信一郎 (株)関電工 取締役専務執行役員 西日本営業本部長 

委員 木村 博規 西松建設(株) 関西支店長 

委員 桒山 哲也 日本電気(株) 関西支社長 

委員 香西 喜八郎 (株)東畑建築事務所 取締役社長 

委員 上月 拓也 コナミホールディングス（株） 取締役社長 

委員 下津屋 清隆 東武トップツアーズ(株) 執行役員 法人営業本部副本部長兼関西支社長 

委員 錢高 丈善 (株)錢高組 取締役常務役員 大阪支社長 

委員 高橋 豊典 オリックス不動産(株) 執行役員 西日本事業本部長 

委員 谷口 義一 (株)大広 執行役員 

委員 永澤    淳 三菱電機(株) 執行役員関西支社長 

委員 中森 朝明 関電不動産開発㈱ 取締役社長   

委員 西田 芳明 進和建設工業(株) 代表取締役 

委員 林    直樹 (株)日建設計 取締役副会長 

委員 平川 晴基 平川商事(株) 代表取締役 

委員 廣瀬 茂夫 (株)日本総合研究所 理事 関西経済研究センター所長 

委員 福本 明達 (株)福原工業 取締役社長  

委員 藤井 律子 (株)エヌ・プラクティス 代表取締役 

委員 三田 周作 近畿日本ツーリスト(株) 執行役員 関西営業本部長 

委員 三宅 博晋 富士通(株) TA統括営業部 第一営業部長 

委員 宮島 芳明 (株)東急ホテルズ 取締役執行役員 

委員 薮内 知利 ぴあ(株) 執行役員関西支社長 

委員 山部   茂 住之江興業(株) 取締役社長   

委員 吉成 哲雄 ㈱アサツー ディ・ケイ 第3営業局 専任局長 

委員 和田 省一 朝日放送(株) 顧問 



スタッフ 宮武 潤成 ユアサＭ＆Ｂ(株) 営業開発部 課長代理 

スタッフ 福田 哲生 (株)日立製作所 関西支社 企画部長 

スタッフ 井上 幸紀 公立大学法人 大阪市立大学 大学院医学研究科  神経精神医学 教授 

スタッフ 魚谷 千晴 (株)健康都市デザイン研究所 設計・都市デザイン室副室長 

スタッフ 雑賀   基 清水建設(株) 関西支店 開発営業部長 

スタッフ 今坂 公彦 南海辰村建設(株) 総務部長 

スタッフ 森田 敦士 関西電力(株) 秘書室マネジャー 

スタッフ 上森 太一郎 有限責任あずさ監査法人 シニアマネージャー 

スタッフ 吉竹 良陽 住友商事(株) 関西支社国内業務企画部担当部長 

スタッフ 川嶋 規文 三菱地所(株) 関西支店 グランフロント大阪室 室長代理 

スタッフ 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 

スタッフ 佐藤 志織 学校法人滋慶学園 ＶＩＳＴＡ ＡＲＴＳ 代表 

スタッフ 熊野 宏彦 (株)ＪＴＢ西日本 営業部関西プロジェクト推進室 室長 

スタッフ 仲井 牧子 (株)ＪＴＢ西日本 地域交流ビジネス推進室グループリーダー 

スタッフ 三輪   敦 鹿島建設(株) 営業部フ゜ロシ゛ェクト推進開発GR課長 

スタッフ 増森   毅 パナソニック(株) 関西渉外室 部長 

スタッフ 佐々木 康裕 (株)グローバルミックス 専務取締役 

スタッフ 樋口 佳世 (株)プロスパー･コーポレーション 取締役管理部長 

スタッフ 田口   晃 (株)博報堂 関西支社渉外担当顧問  

スタッフ 南方 幸蔵 (株)ロイヤルホテル セールス統括部支配人 

スタッフ 斉藤 昌典 凸版印刷(株) 上席執行役員 

スタッフ 吉村 佳展 凸版印刷(株) 関西情報コミュニケーション事業部ＢＩ 

スタッフ 栗原 智一 (株)竹中工務店 開発計画本部 西日本１グループ 課長 

スタッフ 小田島 秀俊 オリックス(株) グループ総務部 副部長 

スタッフ 辻   由子 大成建設(株) 主任 

スタッフ 大野   敬 西日本電信電話(株) 秘書室担当部長 

スタッフ 大石   直 西日本電信電話(株) 秘書室担当課長 

スタッフ 細川 洋治 公立大学法人奈良県立医科大学 産学官連携推進センター 研究教授 

スタッフ 古谷 拓裕 住友不動産(株) 総務室長代理 

スタッフ 黒田 雅美 有限責任監査法人トーマツ パートナー 

スタッフ 圓尾 偉哉 有限責任監査法人トーマツ 部長 

スタッフ 横山 宗弘 日本コンベンションサービス(株) 西日本営業部 部長 

スタッフ 柳田 好男 (株)Jプロデュース 第４営業局長 

スタッフ 江藤   知 京阪ホールディングス（株） 経営統括室 事業推進担当 部長 

スタッフ 高木 一郎 エンゼルプレイングカード（株） 秘書室 室長 

スタッフ 門重   学 (株)大林組 建築事業部大阪都心再生室副部長 

スタッフ 寺井 太郎 (株)ユー・エス・ジェイ 営業部次長 

スタッフ 徳永 真一郎 (株)電通 関西プロモーション・デザイン局 局長職 

スタッフ 中邨 正人 (株)電通 関西プロモーション・デザイン局  

プロジェクトプロデュース部長 

スタッフ 以西 美景 (株)電通 関西プロモーション・デザイン局  

プロジェクトプロデュース部 専任部長 

スタッフ 森   信治 (株)コングレ 大阪営業部長 

スタッフ 片桐 俊之 ダイビル(株) 経営戦略室 副室長 



スタッフ 鈴木 祐大 ダイビル(株) 経営戦略室 

スタッフ 伊地田 英夫 関西エアポート(株) 専務執行役員最高商業責任者（非航空担当）  

スタッフ 三浦   覚 関西エアポート(株) 執行役員（企画室長兼海外事業開発室長） 

スタッフ 山脇 正永 京都府立医科大学 総合医療・医学教育学 教授 

スタッフ 宮尾 展子 (株)ダン計画研究所 代表取締役 

代表幹事スタッフ 福岡 克也 (株)三井住友銀行 経営企画部部長 

代表幹事スタッフ 石川 智久 (株)三井住友銀行 経営企画部金融調査室次長 

代表幹事スタッフ 堀   健二 (株)三井住友銀行 経営企画部金融調査室室長代理 

代表幹事スタッフ 沓掛 一三 丸一鋼管(株) 社長室理事 

代表幹事スタッフ 寺尾 健彦 丸一鋼管(株) 社長室部長 

代表幹事スタッフ 杭谷 吉倫 丸一鋼管(株) 社長室係長 

事務局 齊藤 行巨 (一社)関西経済同友会 常任幹事・事務局長 

事務局 與口   修 (一社)関西経済同友会 企画調査部課長 

事務局 香川 明彦 (一社)関西経済同友会 企画調査部 

 

 


