
８月   ８日 提言「Well-Being 新産業創造と世界最高水準の「日本型ＩＲ」に向けた 
夢洲まちづくりへの提言」を記者発表 

 

 

 

7 月   26 日 常任幹事会・幹事会にて 
        提言（案）「Well-Being 新産業創造と世界最高水準の「日本型ＩＲ」に向けた 

夢洲まちづくりへの提言」を審議・承認 

 

平成 28年度、平成 29年度 万博＆MICE・IR推進委員会活動状況 

（役職は実施当時のもの） 

 

平成２8 年度 
 

６月 22 日  第１回委員会会合 
「平成２8 年度の活動方針案について」 

 
7 月 21 日  常任幹事会にて提言（案）「事業者募集要項に盛り込むべき事項」、 

「日本で採用すべきギャンブル依存症対策」を審議 
 

10 月 21 日  第２回委員会会合 
「本年度提言（案）『事業者募集要項に盛り込むべき事項』、 
『日本で採用すべきギャンブル依存症対策』についての説明」 

 
10 月 27 日  幹事会にて提言（案）「事業者募集要項に盛り込むべき事項」、 

「日本で採用すべきギャンブル依存症対策」を審議 
 
11 月  １日  提言「事業者募集要項に盛り込むべき事項」、 

「日本で採用すべきギャンブル依存症対策」を記者会見 
 

11 月  ９日   講演会・第３回委員会会合 
       「ギャンブル障害について｣ 
        講師：独立行政法人 国立病院機構 久里浜医療センター   

精神科医長 河本 泰信 氏 
 
（平成 29 年） 

１月 26 日  第４回委員会会合 
「当委員会の今後の活動について」 

 
３月 13 日  講演会・第５回委員会会合 
        「ＩＲ整備に向けた今後の方針｣ 
        講師： 自由民主党 衆議院議員 西村 康稔 氏 

 
４月 10 日  第６回委員会会合 
        「１．ウェルネス IR」のコンセプト提言（案）に関するご説明・審議」 

「２．今後の活動について｣ 
         

 
平成 29 年度 
 

６月  ９日    第１回委員会会合 
「平成 29 年度の活動方針案について」」 

 
６月  27 日  常任幹事会・幹事会にて 

          緊急要望（案）「真に地域経済の振興に寄与する IR 実現に向けて 
～IR 実施法案策定に求める４項目～」を審議・承認 

  
６月  28 日  緊急要望「真に地域経済の振興に寄与する IR 実現に向けて 

～IR 実施法案策定に求める４項目～」を記者会見 
           

 

 

 

 

 

 

※平成 28 年度は関西 MICE・IR 推進委員会として活動
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万博＆MICE・IR 推進委員会 委員会名簿 

 

（2017 年 7 月 28 日現在・敬称略） 

区分 氏名 会社名 役職 

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 井垣 貴子 (株)健康都市デザイン研究所 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 安藤 亮 (株)電通 執行役員 

副委員長 池田 耕二 清水建設(株) 取締役専務執行役員 関西圏担当 関西支店長 

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 上原 一郎 西日本電信電話(株） 取締役 

副委員長 浮舟 邦彦 学校法人 滋慶学園 理事長 

副委員長 大畑 建治 (一財)ものづくり医療コンソーシアム 理事長 

副委員長 岡村 吉隆 公立大学法人 和歌山県立医科大学 理事長・学長 

副委員長 小椋 和平 (株)アーサーバイオ 顧問 

副委員長 香川 芳江 香川メディカルグループ 理事長 

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 勝見 博光 (株)グローバルミックス 代表取締役 

副委員長 加藤 好文 京阪ホールディングス(株) 取締役社長 CEO 兼 COO 

副委員長 川口 晋 (株)大林組 執行役員 大阪本店担任 副事業部長 

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 黒田 雅美 有限責任監査法人トーマツ パートナー 

副委員長 香西 喜八郎 (株)東畑建築事務所 取締役社長 

副委員長 齊藤 行巨 齊藤事務所 代表 

副委員長 坂上 和典 (株)博報堂 特任顧問 

副委員長 相良 暁 小野薬品工業(株) 取締役社長 

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 白川 正彰 近鉄グループホールディングス(株) 取締役常務執行役員 

副委員長 住田 弘之 南海電気鉄道(株) 執行役員 

副委員長 高橋 豊典 オリックス不動産(株) 取締役社長 

副委員長 竹田 錠一 富士通(株) 西日本営業本部長代理兼関西支社長 

副委員長 田中 好明 (株)JTB 西日本 執行役員 

副委員長 土塚 浩一 日本生命保険(相) 本店法人営業第二部長 

副委員長 土屋 裕弘 田辺三菱製薬(株) 相談役 

副委員長 手代木 功 塩野義製薬(株) 取締役社長 

副委員長 友田 幸一 (学)関西医科大学 理事・学長 

副委員長 中村 雅昭 (株)ロイヤルホテル 専務取締役 

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 
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副委員長 二階堂 暢俊 西日本旅客鉄道(株) 取締役兼専務執行役員 

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 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 松崎 公一 鹿島建設(株) 専務執行役員 関西支店長 

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 松村 孝夫 関西電力(株) 常務執行役員 

副委員長 丸尾 真哉 (株)J プロデュース 取締役社長 

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 村山 卓 (株)ユー・エス・ジェイ External Affairs  VICE PRESIDENT 

副委員長 森下 竜一 アンジェスＭＧ（株） 顧問 

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 吉野 国夫 (株)ダン計画研究所 取締役会長 

委員 明石 光正 (株)エムズジャパン セキュリティ 代表取締役 

委員 新居 勇子 全日本空輸(株) 上席執行役員関西支社長 

委員 石井 博之 (株)エフエム大阪 取締役社長 

委員 石田 行司 ニューロンネットワーク(株) 取締役社長 

委員 伊東 信久 医療法人眞愛会  伊東くりにっく 理事長 

委員 上田 裕 三井物産(株) 関西支社副支社長 

委員 臼杵 弘宗 西村あさひ法律事務所 法人社員・弁護士・ニューヨーク州弁護士 

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 岡本 隆 (株)日本旅行 取締役兼執行役員西日本営業本部長 

委員 小口 新平 大成建設(株) 執行役員西日本営業本部副本部長 

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 小原 真一 オリックス(株) 執行役 西日本営業本部長 グループ関西代表 

委員 影嶋 孝史 新栄不動産ビジネス(株) 常務執行役員関西支店長 

委員 片岡 和行 (株)池田泉州銀行 取締役会長 

委員 加藤 俊勝 日本ヒューム(株) 顧問 

委員 河合 信夫 (株)ホテルグランヴィア大阪 取締役社長 

委員 川中 圭子 岡本産業(有) 取締役社長 

委員 北村 稔 ヤマト運輸(株) 常務執行役員関西支社長 

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 熊澤 康介 ワケンホールディングス(株) 取締役社長 

委員 釼持 政之 (株)サンヨーホーム 関西支店長 

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 鴻池 一季 (株)鴻池組 名誉会長 

委員 小酒井 公行 前田建設工業(株) 常務執行役員関西支店長 

委員 阪口 葉子 (株)PRO-PLUS 代表取締役 

委員 佐久 光俊 ユナイテッド航空会社 関西･中部地区営業統括部長 

委員 指田 孝太郎 (株)日建設計 取締役常務執行役員 
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委員 佐竹 晃 東武トップツアーズ(株) 関西支社長 

委員 佐野 博俊 新日本有限責任監査法人 エグゼクティブ ディレクター 

委員 澤 保 新家工業(株) 取締役社長 

委員 白木 博之 三機工業(株) 常務執行役員関西支社長 

委員 鈴木 輝幸 コカ･コーラウエスト(株) 執行役員 関西第一営業本部長 

委員 鈴木 規之 (株)アスタリスク 代表取締役 

委員 錢高 丈善 (株)錢高組 取締役常務役員 大阪支社長 

委員 辰己 重幸 (株)グローバルサイバーグループ 代表取締役 

委員 田中 卓 東洋テック(株) 取締役社長 

委員 田中 宏幸 吉本興業(株) 取締役副社長 

委員 谷口 直人 (株)日本介護医療センター 会長 

委員 谷口 義一 (株)大広 執行役員 

委員 椿本 哲也 椿本興業(株) 取締役社長 

委員 坪内 能莉子 (株)坪内美容院 取締役社長 

委員 寺尾 政志 綜合警備保障(株) 取締役 常務執行役員 

委員 戸谷 典嗣 (株)協和エクシオ 取締役専務執行役員 西日本本社代表 関西支店長  

委員 富永 好信 (株)乃村工藝社 専務取締役 

委員 友定 聖二 (株)日本政策投資銀行 関西支店 部長 

委員 永井 克紀 日本電気(株) 関西支社長 

委員 永井 靖二 (株)大林組 執行役員 大阪本店 担任副事業部長 

委員 永澤 淳 三菱電機(株) 執行役員関西支社長 

委員 長谷川 隆一 (株)竹中工務店 常務執行役員 

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 福島 忠敬 日建ラス工業(株) 代表取締役 

委員 福島 敏夫 公房法律事務所 代表弁護士 

委員 藤井 律子 (株)エヌ・プラクティス 代表取締役 

委員 藤本 加代子 社会福祉法人隆生福祉会 理事長 

委員 堀井 良殷 (公財)関西・大阪 21 世紀協会 理事長 

委員 間嶋 弘 (株)住友倉庫 取締役専務執行役員 

委員 松岡 一郎 アイエム（株） 代表取締役 

委員 松村 喜弘 (株)パイン･フォーレスト･こどもの家 取締役社長 

委員 丸岡 利嗣 (株)マルゼン 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 三村 景一 (株)毎日放送 取締役社長 

委員 三宅 博晋 富士通(株) TA 統括営業部 第一営業部長 

委員 諸藤 克明 山九(株） 執行役員 関西エリア長 

委員 薮内 知利 ぴあ(株) 執行役員関西支社長 

委員 山田 幹世 パシフィックコンサルタンツ(株) 取締役 大阪本社長 

委員 山村 善仁 (株)イトーキ 関西支社長 

委員 山本 憲吾 (株)博報堂ＤＹメディアパートナーズ 執行役員 関西支社長 

委員 吉田 格 みずほ証券(株) 常務執行役員 

委員 吉竹 良陽 住友商事(株) 国内業務企画部 担当部長 

委員 吉成 哲雄 (株)アサツー ディ・ケイ 第 3 営業局 専任局長 

委員 若林 豊 若林設備工業(株) 専務取締役 

委員長代行
スタッフ 

林 裕子 (株)健康都市デザイン研究所 設計・都市デザイン室 副室長 

２６ 



委員長代行
スタッフ 

宮武 潤成 ユアサＭ＆Ｂ(株) 第二営業部 課長 

スタッフ 石川 直 三菱地所(株) 関西支店 副支店長 

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 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 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 大江 謙 (株)電通 関西ビジネスマネジメント局部長 

スタッフ 大野 敬 西日本電信電話(株） 秘書室長 

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 門重 学 (株)大林組 建築事業部大阪都心再生室部長 

スタッフ 木村 穣 (学)関西医科大学 健康科学教室 教授 

スタッフ 清原 伸二 有限責任監査法人トーマツ 部長 

スタッフ 熊田 浩 ダイビル(株) 経営戦略室 課長 

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 河野 一郎 小野薬品工業(株) 総務部部長 

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 斉藤 昌典 凸版印刷(株) 上席執行役員 

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 佐藤 志織 学校法人 滋慶学園 理事・ＶＩＳＴＡＡＲＴＳ代表 

スタッフ 斯波 将次 公立大学法人 大阪市立大学 理事・学長特別補佐 

スタッフ 角田 和弥 西日本電信電話(株） 秘書室担当課長 

スタッフ 田口 晃 (株)博報堂 スタッフ 

スタッフ 辰己 幸司 (株)東畑建築事務所 取締役常務執行役員 企画本部長 

スタッフ 田邊 健二 香川メディカルグループ 事務長 

スタッフ 谷 正之 バイオ・サイト・キャピタル(株) 取締役社長 

スタッフ 辻 由子 大成建設(株) 開発部 主任 

スタッフ 土屋 直和 田辺三菱製薬(株) 経営企画部 ＣＥＯ室長 

スタッフ 筒井 千恵 関西エアポート(株) 航空営業部プロモーション推進グループリーダー 

スタッフ 鶴田 大輔 公立大学法人 大阪市立大学 皮膚科教授 

スタッフ 出口 博之 公立大学法人 和歌山県立医科大学 理事・事務局長 

スタッフ 寺澤 直樹 エンゼルプレイングカード(株) 常務執行役員 社長室室長 

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  

アソシエイト・パートナー 

スタッフ 仲井 牧子 (株)JTB 西日本 営業部地域交流ビジネス推進室観光 

開発プロデューサー 

スタッフ 中村 洋平 (株)竹中工務店 開発計画本部 西日本 1G 部長 

スタッフ 花崎 浩二 塩野義製薬(株) 上席執行役員経理財務部長 

スタッフ 濱松 勇治 近鉄グループホールディングス(株) 経営戦略部長 

スタッフ 羽室 裕介 西日本電信電話(株） 秘書室担当課長 

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 蛭間 彩美 (株)ユー・エス・ジェイ スーパーバイザー 

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 福村 和広 (株)J プロデュース 第４営業局 ツーリズムプロモーション 

推進室 室長 

スタッフ 古谷 拓裕 住友不動産(株) 総務室長代理 

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 増森 毅 パナソニック(株) 部長 

スタッフ 町山 洋平 オリックス(株) MICE-IR 推進室 主任 

２７ 



スタッフ 松下 隆一 関西電力(株) 地域エネルギー本部地域エネルギー 

開発グループマネジャー 

スタッフ 三浦 覚 関西エアポート(株) 執行役員 

スタッフ 三川 圭祐 (株)コングレ コンベンション事業本部 関西事業部長 

スタッフ 南方 幸蔵 (株)ロイヤルホテル セールス統括部 MICE 担当支配人 

スタッフ 宮尾 展子 (株)ダン計画研究所 代表取締役 

スタッフ 三宅 裕一 京阪ホールディングス(株) 経営統括室総務部(秘書)課長 

スタッフ 三輪 敦 鹿島建設(株) 営業部プロジェクト推進開発GR 課長  

スタッフ 泰田 崇義 南海電気鉄道(株) 経営政策室経営企画部 部長 

スタッフ 山根 敏行 鹿島建設(株) 営業部長 

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 妙泉 貴史 西日本旅客鉄道(株) 秘書室課長 

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 

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 

太田 晴規 コクヨ(株) 会長室室長 

代表幹事 

スタッフ 
西林 聡 コクヨ(株) 会長室 課長 

代表幹事 

スタッフ 
糸口 貴 コクヨ(株) 会長室 課長 

事務局 廣瀬 茂夫 (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 
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