
 
 

 

伊勢志摩サミット三重県民会議会員等名簿            

 

【会員：１４０団体】                          順不同 

選出区分 所属機関・団体名 

産業・経済関係 

（２５） 

三重県商工会議所連合会 

三重県商工会連合会 

三重県中小企業団体中央会 

三重県経営者協会 

三重県中小企業家同友会 

中部経済同友会三重地区 

日本労働組合総連合会 三重県連合会 

公益社団法人 日本青年会議所東海地区三重ブロック協議会 

三重県商店街振興組合連合会 

伊勢商工会議所 

鳥羽商工会議所 

志摩市商工会 

小俣町商工会 

南伊勢町商工会 

三重県農業協同組合中央会 

全国農業協同組合連合会三重県本部 

三重県漁業協同組合連合会 

三重県森林組合連合会 

三重県木材協同組合連合会 

三重県食品産業振興会 

一般社団法人 三重県建設業協会 

公益社団法人 三重県緑化推進協会 

株式会社百五銀行 

株式会社三重銀行 

株式会社第三銀行 

宿泊・観光関係 

（１１） 

公益社団法人 三重県観光連盟 

公益社団法人 伊勢志摩観光コンベンション機構 

志摩市観光協会 

公益社団法人 伊勢市観光協会 

一般社団法人 鳥羽市観光協会 

南伊勢町観光協会 

協同組合三重県物産振興会 

一般財団法人 伊勢志摩国立公園協会 

三重県旅館ホテル生活衛生同業組合 



 
 

選出区分 所属機関・団体名 

宿泊・観光関係 一般社団法人 全国旅行業協会 三重県支部 

特定非営利活動法人 伊勢志摩バリアフリーツアーセンター 

電気・通信関係 

（５） 

 

中部電力株式会社 三重支店 

西日本電信電話株式会社 三重支店 

株式会社ＮＴＴドコモ 東海支社 

ＫＤＤＩ株式会社 中部総支社 

ソフトバンク株式会社 

交通・運輸・物

流・警備関係 

（１８） 

近鉄グループホールディングス株式会社 

東海旅客鉄道株式会社 

伊勢鉄道株式会社 

三重交通グループホールディングス株式会社 

三重交通株式会社 

公益社団法人 三重県バス協会 

一般社団法人 三重県タクシー協会 

三重県レンタカー協会 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 

中部国際空港利用促進協議会 

関西国際空港全体構想促進協議会 

三重県道路公社 

津エアポートライン株式会社 

三重県交通安全協会 

一般社団法人 三重県トラック協会 

中部国際空港株式会社 

一般社団法人 三重県警備業協会 

日本郵便株式会社 東海支社 

教育関係 

（２６） 

三重県小中学校長会 

三重県高等学校長協会 

三重県立特別支援学校長会 

国立大学法人 三重大学 

学校法人暁学園 四日市大学 

学校法人皇學館 皇學館大学 

学校法人享栄学園 鈴鹿大学・同短期大学部 

鈴鹿医療科学大学 

四日市看護医療大学 

公立大学法人 三重県立看護大学 

津市立三重短期大学 

学校法人高田学苑 高田短期大学 

独立行政法人国立高等専門学校機構 鈴鹿工業高等専門学校 



 
 

選出区分 所属機関・団体名 

教育関係 独立行政法人国立高等専門学校機構 鳥羽商船高等専門学校 

学校法人近畿大学 近畿大学工業高等専門学校 

三重県私学総連合会 

三重県ＰＴＡ連合会 

三重県高等学校ＰＴＡ連合会 

三重県特別支援学校ＰＴＡ連絡協議会 

日本ボーイスカウト三重連盟 

一般社団法人 ガールスカウト三重県連盟 

三重県子ども会連合会 

三重県地域婦人団体連絡協議会 

三重県青年団協議会 

三重県社会教育委員連絡協議会 

三重県ユネスコ連絡協議会 

環境・市民・文

化・国際交流 

関係 

（９） 

公益財団法人 国際環境技術移転センター 

公益財団法人 三重県文化振興事業団 

公益財団法人 三重県国際交流財団 

公益財団法人 三重県体育協会 

一般財団法人 三重県老人クラブ連合会 

公益財団法人 三重こどもわかもの育成財団 

三重県ボランティア連絡協議会 

三重県自治会連合会 

花の国づくり三重県協議会 

医療・衛生関係 

（１０） 

公益社団法人 三重県医師会 

公益社団法人 三重県看護協会 

公益社団法人 三重県歯科医師会 

一般社団法人 三重県薬剤師会 

一般社団法人 三重県病院協会 

日本赤十字社 三重県支部 

一般社団法人 三重県食品衛生協会 

公益社団法人 三重県栄養士会 

一般社団法人 三重県調理師連合会 

公益財団法人 三重県生活衛生営業指導センター 

行政 

（３６） 

志摩市 

伊勢市 

鳥羽市 

南伊勢町 

津市 

四日市市 



 
 

選出区分 所属機関・団体名 

行政 松阪市 

桑名市 

鈴鹿市 

名張市 

尾鷲市 

亀山市 

熊野市 

いなべ市 

伊賀市 

木曽岬町 

東員町 

菰野町 

朝日町 

川越町 

多気町 

明和町 

大台町 

玉城町 

度会町 

大紀町 

紀北町 

御浜町 

紀宝町 

三重県市長会 

三重県町村会 

三重県 

三重県教育委員会 

三重県警察本部 

三重県市町教育委員会連絡協議会 

三重県市町教育長会 

 

 

  



 
 

【特別顧問：１０名】                

所属機関・団体・役職名 氏名 

衆議院議員 岡田 克也 

衆議院議員 川崎 二郎 

衆議院議員 島田 佳和 

衆議院議員 田村 憲久 

衆議院議員 中川 正春 

衆議院議員 中川 康洋 

衆議院議員 松田 直久 

衆議院議員 三ツ矢 憲生 

参議院議員 芝 博一 

参議院議員 吉川 ゆうみ 

 

【顧問：７９名】                

所属機関・団体・役職名 氏名 

三重県議会副議長 中森 博文 

三重県議会議員 青木 謙順 

三重県議会議員 今井 智広 

三重県議会議員 杉本 熊野 

三重県議会議員 舟橋 裕幸 

三重県議会議員 前田 剛志 

三重県議会議員 前野 和美 

三重県議会議員 石田 成生 

三重県議会議員 稲垣 昭義 

三重県議会議員 田中 智也 

三重県議会議員 津田 健児 

三重県議会議員 芳野 正英 

三重県議会議員 山内 道明 

三重県議会議員 奥野 英介 

三重県議会議員 中川 正美 

三重県議会議員 廣 耕太郎 

三重県議会議員 後藤 健一 

三重県議会議員 田中 祐治 

三重県議会議員 野口 正 

三重県議会議員 中瀬古 初美 

三重県議会議員 倉本 崇弘 

三重県議会議員 小島 智子 

三重県議会議員 三谷 哲央 

三重県議会議員 山本 勝 



 
 

所属機関・団体・役職名 氏名 

三重県議会議員 小林 正人 

三重県議会議員 下野 幸助 

三重県議会議員 彦坂 公之 

三重県議会議員 藤田 宜三 

三重県議会議員 北川 裕之 

三重県議会議員 津村 衛 

三重県議会議員 東 豊 

三重県議会議員 長田 隆尚 

三重県議会議員 中村 欣一郎 

三重県議会議員 大久保 孝栄 

三重県議会議員 藤根 正典 

三重県議会議員 日沖 正信 

三重県議会議員 水谷 隆 

三重県議会議員 中嶋 年規 

三重県議会議員 山本 教和 

三重県議会議員 稲森 稔尚 

三重県議会議員 木津 直樹 

三重県議会議員 森野 真治 

三重県議会議員 舘 直人 

三重県議会議員 服部 富男 

三重県議会議員 西場 信行 

三重県議会議員 濱井 初男 

三重県議会議員 村林 聡 

三重県議会議員 吉川 新 

三重県市議会議長会会長（松阪市議会議長） 大平 勇 

三重県町村議会議長会会長（朝日町議会議長） 飯田 德昭 

志摩市議会議長 谷口 覚 

伊勢市議会議長 中山 裕司 

鳥羽市議会議長 浜口 一利 

南伊勢町議会議長 上村 久仁 

伊勢新聞社編集局長 綿貫 美希 

朝日新聞社津総局長 鈴木 裕 

毎日新聞社津支局長 庭田 学 

中日新聞社三重総局長 阿部 和久 

読売新聞社津支局長 奥村 圭 

産経新聞社津支局長 福本 剛 

日本経済新聞社津支局長 岡本 憲明 

中部経済新聞社三重支社長 杉山 康徳 



 
 

所属機関・団体・役職名 氏名 

一般社団法人 共同通信社津支局長 山田 史生 

時事通信社津支局長 依田 直哉 

日刊工業新聞社三重支局長 堀 信一 

日本放送協会津放送局長 岸本 多万重 

株式会社ＣＢＣテレビ三重支社長 河邊 芳伸 

東海ラジオ放送三重支局長 山田 英之 

東海テレビ放送三重支社長 髙木 優 

三重テレビ放送代表取締役社長 長江 正 

名古屋テレビ放送三重支社長 小島 淳 

中京テレビ放送三重支局長 荒田 岩男 

三重エフエム放送代表取締役社長 丹羽 勇 

三重県ケーブルテレビ協議会会長 塩冶 憲司 

夕刊三重新聞社代表取締役社長 山下 至 

三重新報社代表 岡原 一寿 

吉野熊野新聞社代表取締役社長 谷川 醇太郎 

いなべエフエム会長 弓矢 孝己 

ＣＴＹ（シー・ティー・ワイ）代表取締役社長 塩冶 憲司 

 

  



 
 

【会長：１名】                               敬称略、順不同 

選出区分 所属機関・団体・役職名 氏名 

県（行政）関係 三重県知事 鈴木 英敬 

 

【副会長：４名】 

選出区分 所属機関・団体・役職名 氏名 

市町関係 志摩市長（三重県市長会会長） 大口 秀和 

県議会 三重県議会議長 中村 進一 

産業・経済関係 三重県商工会議所連合会会長 小林 長久 

宿泊・観光関係 公益社団法人 三重県観光連盟会長 雲井 敬 

 

【理事：２０名以内】１７名 

選出区分 所属機関・団体・役職名 氏名 

産業・経済関係 三重県商工会連合会会長 藤田 正美 

三重県中小企業団体中央会会長 佐久間 裕之 

三重県農業協同組合中央会会長 奥野 長衛 

三重県漁業協同組合連合会代表理事会長 清水 清三 

三重県木材協同組合連合会理事長 黄瀬 稔 

宿泊・観光関係 公益社団法人 伊勢志摩観光コンベンショ

ン機構会長 

鈴木 健一 

三重県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長 木村 圭仁朗 

一般社団法人 全国旅行業協会 三重県支

部長 

小西 靖司 

交通・運輸関係 近鉄グループホールディングス株式会社取

締役社長 

吉田 昌功 

三重交通グループホールディングス株式会

社代表取締役社長 

岡本 直之 

市民・文化・国際

交流関係 

公益財団法人 三重県国際交流財団理事長 駒田 美弘 

三重県ボランティア連絡協議会会長 泰道 詞子 

市町関係 三重県市長会副会長（亀山市長） 櫻井 義之 

三重県町村会会長（大紀町長） 谷口 友見 

伊勢市長 鈴木 健一 

鳥羽市長 木田 久主一 

南伊勢町長 小山 巧 

 

【監事：２名】                

選出区分 所属機関・団体・役職名 氏名 

経済・産業関係 三重県商工会連合会事務局長 遠藤 修一郎 

県（行政）関係 三重県会計管理者兼出納局長 中川 弘巳 
 


