
XII.　2014年(平成26年)度 主要役員､委員会等幹部

 敬称略、役職等は2015年3月31日現在

「代表取締役～」の「代表」は省略させていただいております

代表幹事 長谷川　閑　史 (武田薬品工業 取締役会長) まち・ひと・しごと創生ＰＴ

　委員長 市　川　　　晃(住友林業 取締役社長)

副代表幹事 新　浪　剛　史 (ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)

柏　木　　　斉 (ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 相談役) 「日本医療研究開発機構」のあり方検討担当

小　林　喜　光 (三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長) 　担当副代表幹事

橘・ﾌｸｼﾏ・咲江 (G&S Global Advisors Inc. 御　立　尚　資(ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本代表)

取締役社長) 

藤　森　義　明 (LIXILｸﾞﾙｰﾌﾟ 司法制度改革担当

取締役代表執行役社長兼CEO) 　担当副代表幹事

岡　本　圀　衞 (日本生命保険 取締役会長) 冨　山　和　彦(経営共創基盤 代表取締役CEO)

木　村　惠　司 (三菱地所 取締役会長)

小　林　栄　三 (伊藤忠商事 取締役会長) 諮問委員会

伊　東　信一郎 (ANAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)   委員長 馬　田　　　一(JFEﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)

菅　田　史　朗 (ｳｼｵ電機 取締役相談役) 　副委員長 秋　池　玲　子(ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌ ゚

冨　山　和　彦 (経営共創基盤 代表取締役CEO) ｼﾆｱ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ&ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀ)ー

御　立　尚　資 (ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本代表) 〃 檜　垣　誠　司(りそな総合研究所 理事長)

金　丸　恭　文 (ﾌｭｰﾁｬｰｱｰｷﾃｸﾄ 取締役会長兼社長)

志　賀　俊　之 (日産自動車 取締役副会長) 経済情勢調査会

野　路  國　夫 (ｺﾏﾂ 取締役会長)   委員長 稲　葉　延　雄(ﾘｺｰ 取締役専務執行役員)

前　原　金　一 (経済同友会 副代表幹事・専務理事)

政策懇談会

専務理事 前　原　金　一 (経済同友会 副代表幹事・専務理事)   委員長 金　丸　恭　文(ﾌｭｰﾁｬｰｱｰｷﾃｸﾄ 取締役会長兼社長)

常務理事 伊　藤　清　彦 (経済同友会 常務理事) 経済同友会の将来ビジョンを考えるＰＴ

岡　野　貞　彦 (経済同友会 常務理事)   委員長 金　丸　恭　文(ﾌｭｰﾁｬｰｱｰｷﾃｸﾄ 取締役会長兼社長)

　副委員長 秋　池　玲　子(ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌ ゚

監査役 本　田　勝　彦 (日本たばこ産業 顧問) 〃 ｼﾆｱ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ&ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀ)ー

有　富　慶　二 (ﾔﾏﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 特別顧問) 〃 片野坂　真　哉(ANAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役副社長執行役員)

池　田　弘　一 (ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 相談役) 〃 渋　澤　　　健(ｼﾌﾞｻﾜ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 代表取締役)

小　野　俊　彦 〃 西　川　久仁子(ﾌｧｰｽﾄｽﾀｰ･ﾍﾙｽｹｱ 取締役社長)

古　川　紘　一 (森永乳業 相談役)

政策分析センター

□代表幹事イニシアティブ【公益目的事業】 　所長 八　田　達　夫(大阪大学　招聘教授)

改革推進プラットフォーム 経済研究所

　委員長 長谷川　閑　史 (武田薬品工業 取締役会長) 　所長 前　原　金　一(経済同友会 副代表幹事・専務理事)

　委員長代理 小　林　喜　光 (三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)

　事務局長 冨　山　和　彦 (経営共創基盤 代表取締役CEO) □政策委員会・提言実践推進ＰＴ【公益目的事業】
秋　池　玲　子 (ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌ ゚

ｼﾆｱ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ&ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀ)ー Ⅰ：経済成長戦略

国家戦略特区ＰＴ 科学技術・イノベーション委員会

　委員長 隅　　　修　三 (東京海上日動火災保険 取締役会長) 　委員長 野　路  國　夫(ｺﾏﾂ 取締役会長)

　副委員長 飯　塚　哲　哉(ｻﾞｲﾝｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 取締役会長)

産業構造改革ＰＴ 〃 東　田　幸　樹(日本ﾚｼﾞｽﾄﾘｻｰﾋﾞｽ 取締役社長)

　委員長 冨　山　和　彦 (経営共創基盤 代表取締役CEO) 〃 安　井　潤　司(日本電気 取締役執行役員副社長)

〃 山　川　隆　義(ﾄﾞﾘｰﾑｲﾝｷｭﾍﾞｰﾀ 取締役社長)

国土強靭化ＰＴ 〃 湯　川　英　明(Green Earth Institute 

　委員長 稲　葉　延　雄 (ﾘｺｰ 取締役専務執行役員) 取締役/CSO/CTO)

金融戦略ＰＴ

　委員長 田　幡　直　樹 (日本経済研究所 ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ)ー

企業・経済法制ＰＴ

　委員長 秋　池　玲　子 (ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌ ゚

ｼﾆｱ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ&ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀ)ー

　副委員長 早　川　　　洋 (浜銀総合研究所 取締役会長)

事務局長代理



環境・エネルギー委員会 地方分権・道州制委員会

　委員長 朝　田　照　男 (丸紅  取締役会長) 　委員長 柏　木　　　斉(ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 相談役)

　副委員長 薄　井　充　裕 (日本政策投資銀行 設備投資研究所長) 　副委員長 市　川　　　晃(住友林業 取締役社長)

〃 尾　崎　弘　之 (ﾊﾟﾜｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 取締役) 〃 大井川　和　彦(ｼｽｺｼｽﾃﾑｽﾞ 専務執行役員)

〃 海　堀　周　造 (横河電機 取締役会長) 〃 大　塚　良　彦(大塚産業ｸﾘｴｲﾂ 取締役社長)

〃 澤　井　英　一 (三井不動産 顧問) 〃 志　岐　隆　史(全日本空輸 取締役執行役員)

〃 東　條　　　洋 (清水建設 専務執行役員) 〃 末　永　安　生(ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰ 常務取締役)

〃 藤　原　健　嗣 (旭化成 副会長) 〃 杉　本　　　伸(乃村工藝社 執行役員)

〃 廣　岡　哲　也(ﾌｰｼﾞｬｰｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長）

環境・エネルギー委員会　原発のあり方検討分科会 〃 山　梨　広　一(ｲｵﾝ 執行役）

　座長 朝　田　照　男 (丸紅  取締役会長)

震災復興委員会

金融問題委員会 　委員長 木　村　惠　司(三菱地所 取締役会長)

　委員長 佐　藤　義　雄 (住友生命保険 取締役会長) 　副委員長 石　川　　　洋(鹿島建設 取締役兼専務執行役員)

　副委員長 石　井　道　遠 (東日本銀行 取締役頭取) 〃 泉　谷　直　木(ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

〃 岩　崎　俊　博 (野村證券 代表執行役副社長) 取締役社長兼CEO)

〃 岡　田　伸　一 (JFEﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役副社長) 〃 加　納　　　望(富士石油 常務取締役)

〃 古　宮　正　章 (日本政策投資銀行 〃 木　川　　　眞(ﾔﾏﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)

取締役常務執行役員) 〃 高　萩　光　紀(JXﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 相談役）

〃 昆　　　政　彦 (ｽﾘｰｴﾑ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役副社長執行役員) 〃 徳　植　桂　治(太平洋ｾﾒﾝﾄ 取締役会長)

〃 西　川　久仁子 (ﾌｧｰｽﾄｽﾀｰ･ﾍﾙｽｹｱ 取締役社長) 〃 成　川　哲　夫(新日鉄興和不動産 取締役相談役)

〃 武　藤　英　二 (民間都市開発推進機構 理事長) 〃 松　本　　　順(みちのりﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長）

農業改革委員会 Ⅱ：企業競争力向上と人財育成・活用

※委員長 新　浪　剛　史 (ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)

※2014年10月16日まで 企業経営委員会

※委員長 横　尾　敬　介 (みずほ証券 常任顧問) 　委員長 菅　田　史　朗(ｳｼｵ電機 取締役相談役)

※2014年10月17日より 　副委員長 尾　﨑　　　哲(野村證券 代表執行役副社長)

　副委員長 國　枝　　　真 (金印 取締役) 〃 尾　﨑　元　規(花王 顧問)

〃 杉　田　浩　章 (ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌ ゚ 〃 小　柴　満　信(ＪＳＲ 取締役社長)

〃 ｼﾆｱ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ&ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀ)ー 〃 髙　野　由美子(ｵﾘｴﾝﾀﾙﾗﾝﾄﾞ 取締役常務執行役員)

〃 高　岡　浩　三 (ﾈｽﾚ日本 取締役社長兼CEO) 〃 田　中　能　之(ﾃﾞｭﾎﾟﾝ 取締役社長)

〃 遠　山　敬　史 (ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 常務取締役) 〃 長　瀬　朋　彦(ｲﾏｼﾞｶ･ﾛﾎﾞｯﾄ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

〃 藤　田　昌　央 (ｺﾏﾂ 常務執行役員) 取締役副会長)

〃 早　川　　　洋(浜銀総合研究所 取締役会長)

医療・福祉改革委員会 〃 程　　　近　智(ｱｸｾﾝﾁｭｱ 取締役社長)

　委員長 御　立　尚　資 (ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本代表)

　副委員長 小　幡　尚　孝 (三菱UFJﾘｰｽ 相談役) 新しい働き方委員会

〃 加　瀬　　　豊 (双日 取締役会長) 　委員長 橘・ﾌｸｼﾏ・咲江(G&S Global Advisors Inc. 

〃 幸　本　智　彦 (ｱｸｻ生命保険 取締役代表執行役副社長) 取締役社長) 

〃 堀　切　功　章 (ｷｯｺｰﾏﾝ 取締役社長CEO) 　副委員長 川　口　　　均(日産自動車 専務執行役員)

〃 松　本　　　晃 (ｶﾙﾋﾞｰ 取締役会長兼CEO) 〃 小　林　洋　子(NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 常勤監査役)

〃 田　沼　千　秋(ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ 取締役社長)

観光立国委員会 〃 野木森　雅　郁(ｱｽﾃﾗｽ製薬 取締役会長)

　委員長 星　野　佳　路 (星野ﾘｿﾞｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 代表) 〃 平　井　康　文(楽天 取締役副社長執行役員)

　副委員長 岩　村　水　樹 (ｸﾞｰｸﾞﾙ 執行役員CMO) 〃 堀　田　利　子(ﾙﾈｻﾝｽ 取締役専務執行役員)

〃 片野坂　真　哉 (ANAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役副社長執行役員) 〃 丸　山　芳　範(ANAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 専務取締役執行役員)

〃 川　鍋　一　朗 (日本交通 取締役社長) 〃 八　木　洋　介(LIXILｸﾞﾙｰﾌﾟ 執行役副社長)

〃 河　原　茂　晴 (KPMG FAS　（KPMG Japan） 

 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ公ー認会計士） 教育改革委員会

〃 北　野　泰　男 (ｷｭｰﾋﾞｰﾈｯﾄ 取締役社長) 　委員長 天　羽　　　稔(ﾃﾞｭﾎﾟﾝ 名誉会長)

〃 柴　田　　　啓 (ﾍﾞﾝﾁｬｰﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 取締役社長) 　副委員長 青　木　　　寧(花王 常務執行役員)

〃 白　石　徳　生 (ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ･ﾜﾝ 取締役社長) 〃 遠　藤　勝　裕(日本学生支援機構 理事長)

〃 金　子　眞　吾(凸版印刷 取締役社長)

〃 鈴　木　雅　子(ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ･ﾜﾝ 取締役副社長)

〃 塚　本　桓　世(東京理科大学 会長)

〃 松　本　佳　久(出光興産 取締役副社長)



Ⅲ：財政・税制・社会保障

対日投資推進タスクフォース

財政・税制改革委員会 　座長 蓑　田　秀　策(ｵﾌﾟﾄ ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ)ー

　委員長 岡　本　圀　衞 (日本生命保険 取締役会長)

　副委員長 梶　川　　　融 (太陽有限責任監査法人 代表社員 会長) 米州委員会

〃 児　玉　正　之 (あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険 　委員長 宮　田　孝　一(三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役社長)

特別顧問) 　副委員長 稲　垣　泰　弘(ｺﾏﾂ 執行役員)

〃 平　田　正　之 (情報通信総合研究所 顧問) 〃 岡　田　　　晃(全日本空輸 常務取締役執行役員)

〃 藤　重　貞　慶 (ﾗｲｵﾝ 取締役会長) 〃 蒲　野　宏　之(蒲野綜合法律事務所 代表弁護士)

〃 降　　洋　平 (日本信号 取締役社長) 〃 木　下　雅　之(三井物産 取締役副社長執行役員)

〃 村　田　隆　一 (三菱UFJﾘｰｽ 取締役会長) 〃 R.ﾊﾞｲﾛﾝ ｼｰｹﾞﾙ (ﾊﾞｸｽﾀｰ 執行役員)

〃 守　田　道　明 (上田八木短資 取締役相談役) 〃 ｹﾈｽ・G・ｽﾐｽ (EYﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ･ｻｰﾋﾞｽ

〃 若　林　勝　三 (日本地震再保険 取締役会長) 取締役社長）

〃 平　野　英　治(ﾒｯﾄﾗｲﾌ生命保険 取締役副会長)

社会保障改革委員会 〃 ｸﾞﾚﾝ･S･ﾌｸｼﾏ (Center for American Progress 

　委員長 橋　本　孝　之 (日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ 副会長) ｼﾆｱ･ﾌｪﾛｰ)

　副委員長 今　村　隆　郎 (日清ｵｲﾘｵｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役社長) 〃 ｷｬｼｰ・松井 (ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ証券 副会長)

〃 肥　塚　雅　博 (富士通 執行役員副会長) 〃 武　者　陵　司(武者ﾘｻｰﾁ 代表)

〃 斎　藤　聖　美 (ｼﾞｪｲ･ﾎﾞﾝﾄ東゙短証券 取締役社長)

〃 竹　川　節　男 (健育会 理事長) 欧州・ロシア委員会

〃 長　門　正　貢 (ｼﾃｨﾊﾞﾝｸ銀行 取締役会長) 　委員長 大八木　成　男(帝人 取締役会長)

〃 野　呂　順　一 (ﾆｯｾｲ基礎研究所 取締役社長) 　副委員長 嘉　納　裕　躬(ﾃｨﾗﾄﾞ 取締役社長)

〃 雑　賀　大　介(三井物産 取締役副社長執行役員)

Ⅳ：国家運営・統治 〃 成　川　哲　夫(新日鉄興和不動産 取締役相談役)

〃 林　　　由紀夫(ﾀﾞｲｷﾝ工業 専務執行役員)

政治改革委員会 〃 平　手　晴　彦(武田薬品工業 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｵﾌｨｻｰ)

　委員長 永　山　　　治 (中外製薬 取締役会長 最高経営責任者) 〃 ﾖｯﾍﾝ･ﾚｹﾞｳﾞｨｰ (ＣＮＣ JAPAN ﾏﾈｼﾞﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ)

　副委員長 車　谷　暢　昭 (三井住友銀行 取締役専務執行役員)

〃 中　村　公　一 (山九 取締役社長) 中国委員会

〃 畑　川　高　志 (ﾘﾊﾞﾌｪﾙﾄﾞ 代表取締役) 　委員長 伊　東　信一郎(ANAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)

〃 蓑　田　秀　策 (ｵﾌﾟﾄ ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ)ー 　副委員長 上　西　京一郎(ｵﾘｴﾝﾀﾙﾗﾝﾄﾞ 取締役社長（兼）COO)

〃 米　田　　　隆 (西村あさひ法律事務所 代表ﾊﾟｰﾄﾅｰ) 〃 上　原　忠　春(東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 常務執行役員)

〃 薄　井　充　裕(日本政策投資銀行 設備投資研究所長)

行政・制度改革委員会 〃 斎　藤　一　志(三井不動産 取締役 専務執行役員)

　委員長 小　林　栄　三 (伊藤忠商事 取締役会長) 〃 船　津　康　次(ﾄﾗﾝｽｺｽﾓｽ 取締役会長兼CEO)

　副委員長 井　上　　　亮 (ｵﾘｯｸｽ 〃 古　川　令　治(Force Advance (Hong Kong) Limited

取締役兼代表執行役社長・ｸﾞﾙｰﾌﾟCEO) 董事会主席)

〃 門　脇　英　晴 (日本総合研究所　特別顧問・ｼﾆｱﾌｪﾛｰ)

〃 濱　口　敏　行 (ﾋｹﾞﾀ醤油 取締役社長) サービス産業国際化ＰＴ

〃 深　澤　祐　二 (東日本旅客鉄道 取締役副社長) 　委員長 斎　藤　敏　一(ﾙﾈｻﾝｽ 取締役会長)

〃 松　井　道　夫 (松井証券 取締役社長) 　副委員長 上　西　京一郎(ｵﾘｴﾝﾀﾙﾗﾝﾄﾞ 取締役社長（兼）COO)

〃 安　延　　　申 (SGｼｽﾃﾑ 取締役社長) 〃 碓　井　　　誠(ｵﾋﾟﾆｵﾝ 代表取締役)

〃 河　本　宏　子(全日本空輸 常務取締役執行役員)

Ⅴ：グローバル化の推進 〃 北　野　泰　男(ｷｭｰﾋﾞｰﾈｯﾄ 取締役社長)

〃 小　林　　　節(ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ 取締役会長)

経済連携委員会 〃 住　谷　栄之資(KCJ GROUP 取締役社長兼CEO)

　委員長 藤　森　義　明 (LIXILｸﾞﾙｰﾌﾟ 〃 林　　　明　夫(開倫塾 取締役社長)

取締役代表執行役社長兼CEO) 〃 松　井　忠　三(良品計画 取締役会長)

　副委員長 稲　垣　泰　弘 (ｺﾏﾂ 執行役員) 〃 山　中　祥　弘(ﾊﾘｳｯﾄ大゙学院大学 学長)

〃 川　口　　　均 (日産自動車 専務執行役員)

〃 出　口　恭　子 (NSD 社外取締役)

〃 古　田　英　明 (縄文ｱｿｼｴｲﾂ 代表取締役)

〃 堀　井　昭　成 (ｷﾔﾉﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略研究所 理事 特別顧問)

〃 松　本　　　晃 (ｶﾙﾋﾞｰ 取締役会長兼CEO)

〃 蓑　田　秀　策 (ｵﾌﾟﾄ ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ)ー

〃 鰐　渕　美惠子 (銀座ﾃｰﾗｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役社長)

　顧問 福　川　伸　次 (東洋大学 理事長)



アジア委員会 東北未来創造イニシアティブ協働ＰＴ

　委員長 志　賀　俊　之 (日産自動車 取締役副会長) 　委員長 野　田　智　義(ｱｲ･ｴｽ･ｴﾙ 理事長)

　副委員長 上　原　治　也 (三菱ＵＦＪ信託銀行 最高顧問) 　副委員長 天　野　太　道(有限責任監査法人ﾄｰﾏﾂ CEO兼包括代表)

〃 梶　　　明　彦 (目黒雅叙園 取締役社長) 〃 内　田　士　郎(ＳＡＰｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役会長)

〃 川　名　浩　一 (日揮 取締役社長) 〃 奥　野　嘉　夫(富士電機 取締役執行役員副社長)

〃 志　岐　隆　史 (全日本空輸 取締役執行役員) 〃 加　藤　義　孝(新日本有限責任監査法人 相談役)

〃 橋　本　圭一郎 (塩屋土地 取締役副社長) 〃 昆　　　政　彦(ｽﾘｰｴﾑ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役副社長執行役員)

〃 平　井　康　文 (楽天 取締役副社長執行役員) 〃 斎　藤　聖　美(ｼﾞｪｲ･ﾎﾞﾝﾄ東゙短証券 取締役社長)

〃 藤　重　貞　慶 (ﾗｲｵﾝ 取締役会長) 〃 杉　江　和　男(ＤＩＣ 相談役)

〃 山　添　　　茂 (丸紅 取締役専務執行役員) 〃 鈴　木　登　夫(日立物流 取締役会長)

〃 堀　内　　　勉(森ﾋﾞﾙ 取締役専務執行役員)

アフリカ委員会 〃 山　梨　広　一(ｲｵﾝ 執行役)

　委員長 関　山　　　護 (丸紅 副会長) 〃 吉　永　達　世(つばさｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 代表取締役)

　副委員長 石　川　　　洋 (鹿島建設 取締役兼専務執行役員) 　顧問 有　富　慶　二(ﾔﾏﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 特別顧問)

〃 北　原　義　一 (三井不動産 取締役専務執行役員) 〃 柏　木　　　斉(ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 相談役)

〃 葛　岡　利　明 (日立製作所 執行役専務) 〃 北　城　恪太郎(日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ 相談役)

〃 渋　澤　　　健 (ｼﾌﾞｻﾜ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 代表取締役) 〃 木　村　惠　司(三菱地所 取締役会長)

〃 野木森　雅　郁 (ｱｽﾃﾗｽ製薬 取締役会長) 〃 小　林　栄　三(伊藤忠商事 取締役会長)

〃 降　　洋　平 (日本信号 取締役社長) 〃 小　林　喜　光(三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)

〃 横　井　靖　彦 (豊田通商 取締役副社長) 〃 冨　山　和　彦(経営共創基盤 代表取締役CEO)

〃 新　浪　剛　史(ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)

□会員実践行動委員会・ＰＴ【公益目的事業】　 スタートアップ都市推進協議会協働ＰＴ

　委員長 堀　　　義　人(ｸﾞﾛｰﾋﾞｽ ｸﾞﾛｰﾋﾞｽ経営大学院学長、

学校と経営者の交流活動推進委員会 ｸﾞﾛｰﾋﾞｽｷｬﾋﾟﾀﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ代表ﾊﾟｰﾄﾅｰ)

　委員長 杉　江　和　男 (ＤＩＣ 相談役) 　副委員長 間　下　直　晃(ﾌﾞｲｷｭｰﾌﾞ 取締役社長)

　副委員長 遠　藤　勝　裕 (日本学生支援機構 理事長) 〃 安　渕　聖　司(日本GE 代表取締役　

〃 大　塚　良　彦 (大塚産業ｸﾘｴｲﾂ 取締役社長) GEｷｬﾋﾟﾀﾙ社長兼CEO)

〃 小　林　惠　智 (ﾋｭｰﾏﾝｻｲｴﾝｽ研究所　理事長)

〃 島　田　俊　夫 (CAC Holdings 取締役会長) 知日派・親日派拡大ＰＴ

〃 出　口　恭　子 (NSD 社外取締役) 　委員長 多　田　幸　雄(双日総合研究所 取締役社長)

〃 日　高　信　彦 (ｶﾞｰﾄﾅｰ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役社長) 　副委員長 大　西　健　丞(Civic Force 代表理事)

〃 四　方　ゆかり (ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ 取締役) 〃 大　西　　　賢(日本航空 取締役会長)

〃 R．ﾊﾞｲﾛﾝ ｼｰｹﾙ゙ (ﾊﾞｸｽﾀｰ 執行役員)

東京オリンピック・パラリンピック2020委員会 〃 渋　澤　　　健(ｼﾌﾞｻﾜ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 代表取締役)

　担当副代表幹事 〃 坂　東　眞理子(昭和女子大学 理事長兼学長)

新　浪　剛　史 (ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長) 〃 ハリー･A･ヒル (ｵｰｸﾛｰﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 取締役社長）

　副委員長 峰　岸　真　澄 (ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長) 〃 古　田　英　明(縄文ｱｿｼｴｲﾂ 代表取締役)

〃 有　馬　　　誠 (MAKｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 取締役社長) 〃 森　　　正　勝(国際大学 副理事長)

〃 泉　谷　直　木 (ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長兼CEO) 　顧問 福　川　伸　次(東洋大学 理事長）

〃 魚　谷　雅　彦 (資生堂 取締役執行役員社長)

〃 大　西　健　丞 (Civic Force 代表理事) 女性が輝く先進企業表彰　推薦企業選考委員会

〃 大　西　　　賢 (日本航空 取締役会長) 　委員長 橘・ﾌｸｼﾏ・咲江(G&S Global Advisors Inc. 

〃 髙　島　宏　平 (ｵｲｼｯｸｽ 取締役社長) 取締役社長) 

〃 中　本　祥　一 (電通 取締役副社長執行役員)

〃 程　　　近　智 (ｱｸｾﾝﾁｭｱ 取締役社長)

〃 宮　坂　　　学 (ﾔﾌｰ 取締役社長最高経営責任者)

〃 山　内　雅　喜 (ﾔﾏﾄ運輸 取締役社長 社長執行役員)

〃 吉　永　達　世 (つばさｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 代表取締役)



□広報および政策広報【公益目的事業】　 第３火曜グループ

　世話人 浦　上　　　浩(ﾘｮｰﾋﾞ 取締役会長)

広報戦略検討委員会 〃 岡　田　民　雄(日本ﾙﾂﾎﾞ 取締役会長)

　委員長 前　原　金　一 (経済同友会 副代表幹事・専務理事) 〃 中　瀬　雅　通(三陽商会 相談役)

　副委員長 泉　谷　直　木 (ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

取締役社長兼CEO) 第３水曜グループ

〃 江　幡　真　史 (ｾﾃﾞｨﾅ 特別顧問) 　世話人 江　幡　真　史(ｾﾃﾞｨﾅ 特別顧問)

〃 加　藤　健　一 (電通 常勤監査役) 〃 鰐　渕　美惠子(銀座ﾃｰﾗｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役社長)

〃 守　田　道　明(上田八木短資 取締役相談役)

広報戦略検討委員会　70年史編纂準備部会 第３木曜グループ

　部会長 前　原　金　一 (経済同友会 副代表幹事・専務理事) 　世話人 伊　藤　直　彦(日本貨物鉄道 相談役)

〃 平　野　通　郎(東武ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ 取締役社長)

□懇談会等【共益事業】 〃 小　林　英　三(日本証券金融 取締役社長)

会員セミナー 第４火曜グループ

　委員長 岩　田　喜美枝 (資生堂 顧問) 　世話人 松　島　正　之(ｲﾝﾃｸﾞﾗﾙ 常勤顧問)

〃 立　石　文　雄 (ｵﾑﾛﾝ 取締役会長) 〃 髙　祖　敏　明(上智学院 理事長)

〃 須　田　美矢子(ｷﾔﾉﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略研究所 特別顧問)

産業懇談会

 代表世話人 稲　野　和　利 (野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 顧問) 第４水曜グループ

〃 杉　江　和　男 (ＤＩＣ 相談役) 　世話人 飯　塚　哲　哉(ｻﾞｲﾝｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 取締役会長)

〃 長　江　洋　一(六興電気 取締役兼代表執行役社長)

第１火曜グループ 〃 橋　本　政　昭(橋本総業 取締役社長)

　世話人 富　田　純　明 (日進ﾚﾝﾀｶｰ 取締役会長)

〃 髙　橋　直　樹 (ｸﾚﾃﾞｨｾｿﾞﾝ 取締役専務) 第４木曜グループ

〃 長　門　正　貢 (ｼﾃｨﾊﾞﾝｸ銀行 取締役会長) 　世話人 山　口　公　生(信金中央金庫 理事相談役)

〃 梶　川　　　融(太陽有限責任監査法人 

第１水曜グループ 代表社員 会長)

　世話人 船　津　康　次 (ﾄﾗﾝｽｺｽﾓｽ 取締役会長兼CEO) 〃 杉　江　和　男(ＤＩＣ 相談役)

〃 安　田　結　子 (ﾗｯｾﾙ･ﾚｲﾉﾙｽﾞ･ｱｿｼｴｲﾂ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｲﾝｸ 

〃 ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ/日本代表) 第４金曜グループ

〃 日　高　信　彦 (ｶﾞｰﾄﾅｰ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役社長) 　世話人 大　塚　良　彦(大塚産業ｸﾘｴｲﾂ 取締役社長)

〃 柏　木　　　斉(ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 相談役)

第１木曜グループ 〃 稲　野　和　利(野村ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 顧問)

　世話人 宅　　　清　光 (三機工業 名誉顧問)

〃 古　沢　熙一郎 (三井住友信託銀行 特別顧問) 経済懇談会

〃 早　川　　　洋 (浜銀総合研究所 取締役会長) 　世話人 飯　野　健　司(三井不動産 取締役常務執行役員)

〃 深　澤　祐　二(東日本旅客鉄道 取締役副社長)

第２火曜グループ

　世話人 柿　本　寿　明 (日本総合研究所 ｼﾆｱﾌｪﾛ)ー 創発の会

〃 清　水　修一郎 (三國機械工業 取締役会長) 　座長 早　川　　　洋(浜銀総合研究所 取締役会長)

〃 増　渕　　　稔 (日本証券金融 取締役会長) 　副座長 内　田　士　郎(ＳＡＰｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役会長)

〃 久　慈　竜　也(久慈設計 取締役社長)

第２水曜グループ 〃 松　尾　時　雄(旭硝子 執行役員)

　世話人 高　岡　浩　三 (ﾈｽﾚ日本 取締役社長兼CEO) 〃 湯　川　智　子(ｻﾋﾟｴﾝﾄ 取締役社長)

〃 湯　川　智　子 (ｻﾋﾟｴﾝﾄ 取締役社長) 〃 四　方　ゆかり(ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ 取締役)

〃 東　條　　　洋 (清水建設 専務執行役員)

リーダーシップ・プログラム

第２木曜グループ 　委員長 長谷川　閑　史(武田薬品工業 取締役会長)

　世話人 西　村　和　義 (日本信号 相談役)

〃 門　脇　英　晴 (日本総合研究所 特別顧問・ｼﾆｱﾌｪﾛｰ) ジュニア・リーダーシップ・プログラム

〃 神　山　治　貴 (ﾏｸﾆｶ 取締役会長) 　委員長 北　城　恪太郎(日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ 相談役)

第２金曜グループ

　世話人 小　林　　　節 (ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ 取締役会長)

〃 河　合　輝　欣 (ASP・SaaS・ｸﾗｳﾄﾞ ｺﾝｿｰｼｱﾑ 会長)

〃 大　室　康　一 (三井不動産 顧問)



□会員管理【共益事業】

会員委員会

　委員長 柏　木　　　斉 (ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 相談役)

　副委員長 横　尾　敬　介 (みずほ証券 常任顧問)

〃 和　才　博　美 (ＮＴＴｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 相談役)

〃 梶　　　明　彦 (目黒雅叙園 取締役社長)

〃 木　村　　　宏 (日本たばこ産業 特別顧問)

〃 車　谷　暢　昭 (三井住友銀行 取締役専務執行役員)

役員等候補選考委員会

　委員長 桜　井　正　光 （ﾘｺｰ 特別顧問)

□会務【法人事業／法人管理関係】

財務委員会

　委員長 松　尾　憲　治 (明治安田生命保険 特別顧問)

　副委員長 井　上　　　健 (日本電設工業 取締役会長)

〃 小　林　　　節 (ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ 取締役会長)

〃 濱　口　敏　行 (ﾋｹﾞﾀ醤油 取締役社長)

〃 稲　田　和　房 (ｾｿﾞﾝﾌｧﾝﾃﾞｯｸｽ 取締役社長)

〃 堀　内　　　勉 (森ﾋﾞﾙ 取締役専務執行役員)

〃 村　上　雅　彦 (日興ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 取締役副社長)


