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団体等名称 役 職 氏 名

1 株式会社 伊勢福 おかげ横丁 代表取締役社長 橋川 史宏

2 海島遊民くらぶ 代表 江崎 貴久

3 NPO法人 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター 事務局長 野口 あゆみ

4 島の旅社推進協議会 事務局長 山本 加奈子

5 有限会社 兵吉屋 はちまんかまど 専務 野村 薫

6 鳥羽市立 海の博物館 石原 真伊

7 志摩自然学校 代表 生賀 照央

8 一般社団法人 志摩スポーツコミッション 次長 大山 純輝

9 有限会社 まるてん 代表取締役 天白 幸明

10 サニーコーストカヤックス 代表 本橋 洋一

11 友栄水産 代表 橋本 純

12 いせしま森林組合 総務課長 西岡 創史

13 鳥羽磯部漁業協同組合 代表理事組合長 永富 洋一

14 株式会社 パールファルコ 牧戸 麻衣子

15 伊勢志摩キレイゲンキ塾 花井 京子

16 笑がおカンパニー 株式会社 代表取締役 島田 佳代

17 鳥羽観光会館ビル 株式会社 代表取締役社長 原田 佳代子

18 一般社団法人 相差海女文化運営協議会 代表理事 野村 秀光

19 鳥羽展望台 食国蔵王 取締役 野村 美公

20 有限会社 珍海堂 代表取締役 水谷 伸子

21 鳥羽まちなみ水族館 代表 水谷 伸子

22 合同会社 遊ばんせ 代表 善積 智子

23 mellow（森永ミルクセンターなんとう） 代表 島田 大輔

24 ないぜしぜん村 代表 山出 公一郎

25 ドルチェヴィータ 株式会社 代表取締役 福田 典子

26 株式会社 近鉄・都ホテルズ 志摩観光ホテル 営業企画部長 小泉 義

27 株式会社 近鉄・都ホテルズ 海辺ホテルプライムリゾート賢島 客室部長 生駒 禎之

28 株式会社 近鉄・都ホテルズ ホテル近鉄アクアヴィラ伊勢志摩 営業部（客室）課長 中西 幸光

29 タラサ志摩ホテル＆リゾート 営業マネージャー 中村 拓志

30 株式会社 サン浦島 常務 吉川 好信

31 鳥羽グランドホテル 営業部長 前田 公廣

32 山海荘 山本 欽久

33 日本郵政株式会社 かんぽの宿 鳥羽 総支配人 遠山 伸材

34 鳥羽市旅館組合連絡協議会 迫間 優子

35 大王町旅館組合 組合長 中村 勤

36 渡鹿野旅館組合 組合長 木村 圭仁朗

37 浜島旅館組合 組合長 谷水 平雄

38 株式会社 第三銀行 伊勢・志摩地区営業部 鳥羽支店 支店長 吉田 公男

39 株式会社 近畿日本ツーリスト中部 次長 川本 豊

40 株式会社 伊勢志摩ツーリズム 代表取締役社長 西田 宏治

41 一般財団法人 伊勢志摩国立公園協会 事務局長 滋野 峻

42 伊勢志摩国立公園自然ふれあい推進協議会 事務局長 伊藤 芳正

43 公益社団法人 伊勢志摩観光コンベンション機構 事務局長 南 智子

44 公益社団法人 伊勢市観光協会 専務理事 西村 純一

45 一般社団法人 鳥羽市観光協会 専務理事 世古 晃文

46 一般社団法人 志摩市観光協会 専務理事 西﨑 巳喜

47 南伊勢町観光協会 会長 松岡 久雄

48 鳥羽商工会議所 主査 岩崎 織江

49 伊勢市産業観光部観光振興課 課長 東世古 幸久

50 鳥羽市観光課 課長 濱口 博也

51 志摩市観光商工課 課長 阿部 亨

52 南伊勢町観光商工課 課長 山本 高弘

53 環境省 中部地方環境事務所 志摩自然保護官事務所 国立公園保護管理企画官 内田 清隆

54 国土交通省 中部運輸局 観光部 観光地域振興課 課長 伊藤 政信

55 三重県 農林水産部みどり共生推進課 課長 朝倉 嗣雄

財務省 東海財務局 津財務事務所 総務課長 平岡 宏友

オブザーバー

伊勢志摩国立公園エコツーリズム推進協議会 構成員


