
XI.　2018年度 主要役員､委員会等幹部

 敬称略、役職等は2019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 小　林　喜　光 (三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役会長) 震災復興ＰＴ

  委員長 木　村　惠　司(三菱地所 特別顧問)

副代表幹事 冨　山　和　彦 (経営共創基盤 代表取締役CEO) 〃 徳　植　桂　治(太平洋ｾﾒﾝﾄ 特別顧問)

〃 金　丸　恭　文 (ﾌｭｰﾁｬｰ 取締役会長兼社長 グループCEO)

〃 朝　田　照　男 (丸紅 取締役会長) 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）研究会

〃 小　林　いずみ (ANAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ/みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 　委員長 遠　藤　信　博(日本電気 取締役会長)

/三井物産 社外取締役) 　副委員長 柄　澤　康　喜(三井住友海上火災保険 取締役会長)

〃 馬　田　　　一 (JFEﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 相談役) 〃 佐　藤　　　建(住友林業 取締役執行役員副社長)

〃 大八木　成　男 (帝人 相談役)

〃 木　川　　　眞 (ﾔﾏﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役会長) デジタル政府・行革ＰＴ

〃 佐　藤　義　雄 (住友生命保険 取締役会長代表執行役)   委員長 玉　塚　元　一(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊｰﾂﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長 CEO)

〃 宮　田　孝　一 (三井住友銀行 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)

〃 市　川　　　晃 (住友林業 取締役社長) 〃 加　茂　正　治(ﾏｯｷﾝｾﾞｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｲﾃｯﾄﾞ

〃 櫻　田　謙　悟 (SOMPOﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾊﾟｰﾄﾅｰ)

ｸﾞﾙｰﾌﾟCEO 取締役社長) 〃 川　本　　　明(ｱｽﾊﾟﾗﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ ｼﾆｱﾊﾟｰﾄﾅｰ)

〃 程　　　近　智 (ｱｸｾﾝﾁｭｱ 相談役) 〃 橋　本　孝　之(日本ｱｲ・ﾋﾞｰ・ｴﾑ 名誉相談役)

〃 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) 日本の明日を考える研究会

〃 石　村　和　彦 (AGC 取締役会長) 　委員長 金　丸　恭　文(ﾌｭｰﾁｬｰ 取締役会長兼社長 ｸﾞﾙｰﾌﾟCEO)

〃 横　尾　敬　介 (経済同友会 副代表幹事・専務理事) 　副委員長 岩　瀬　大　輔(ﾗｲﾌﾈｯﾄ生命保険 取締役会長)

〃 河　野　貴　輝(ﾃｨｰｹｰﾋﾟｰ 取締役社長)

常務理事 岡　野　貞　彦 (経済同友会 常務理事) 〃 白　石　徳　生(ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ･ﾜﾝ 取締役社長)

〃 田　中　良　和(ｸﾞﾘｰ 取締役会長兼社長)

監査役 濱　口　敏　行 (ﾋｹﾞﾀ醤油 取締役社長) 〃 鉢　嶺　　　登(ｵﾌﾟﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 取締役社長ｸﾞﾙｰﾌﾟCEO)

〃 斎　藤　敏　一 (ﾙﾈｻﾝｽ 取締役会長) 〃 間　下　直　晃(ﾌﾞｲｷｭｰﾌﾞ 取締役社長CEO)

〃 小　幡　尚　孝 (三菱UFJﾘｰｽ 特別顧問) 〃 　松　徹　郎(ｱｲｽﾀｲﾙ　取締役社長兼CEO)

〃 小　林　　　節 (ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ 取締役会長)

〃 鈴　木　弘　治 (髙島屋 取締役会長) 若手経営者参加促進委員会

　委員長 車　谷　暢　昭(東芝 取締役代表執行役会長CEO)

□代表幹事イニシアティブ【公益目的事業】 　副委員長 稲　野　和　利(野村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 顧問)

〃 横　尾　敬　介(経済同友会 副代表幹事・専務理事)

Japan 2.0検討ＰＴ　

　委員長 程　　　近　智 (ｱｸｾﾝﾁｭｱ 相談役) 経済研究所

　副委員長 熊　谷　亮　丸 (大和総研 常務取締役) 　所長 横　尾　敬　介(経済同友会 副代表幹事・専務理事)

〃 神　津　多可思 (ﾘｺｰ 執行役員)

〃 野　田　由美子 (ｳﾞｪｵﾘｱ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役社長) □政策・調査・行動委員会【公益目的事業】
〃 深　澤　恒　一 (ｾｶﾞｻﾐｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

常務取締役ｸﾞﾙｰﾌﾟCFO) Ⅰ：経済の豊かさの実現 [Ｘ軸]

〃 牧　野　正　幸 (ﾜｰｸｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 企業経営委員会

代表取締役最高経営責任者(CEO)) 　委員長 冨　山　和　彦(経営共創基盤 代表取締役CEO)

〃 松　江　英　夫 (ﾃﾞﾛｲﾄ ﾄｰﾏﾂ ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ﾊﾟｰﾄﾅｰ) 　副委員長 北　野　泰　男(ｷｭｰﾋﾞｰﾈｯﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)

〃 藏　原　文　秋(SMBC信託銀行 取締役社長)

経済同友会2.0を実践推進するＰＴ　 〃 中　塚　晃　章(ｼﾞﾔﾄｺ 取締役社長兼最高経営責任者)

　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 〃 日　髙　俊　郎(豊田通商 専務執行役員)

　ｼﾆｱ･ﾊﾟｰﾄﾅｰ&ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ) 〃 藤　本　昌　義(双日 取締役社長)

〃 牧　浦　真　司(ﾔﾏﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 常務執行役員)

諮問委員会 〃 武　藤　　　潤(JXTGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役副社長執行役員)

　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)

　副委員長 魚　谷　雅　彦 (資生堂 取締役執行役員社長) ビジネスリスクマネジメント委員会

〃 山　内　雅　喜 (ﾔﾏﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長) 　委員長 遠　山　敬　史(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 常務執行役員)

　副委員長 岩　本　敏　男(NTTﾃﾞｰﾀ 相談役)

政策審議会 〃 小　野　　　傑(西村あさひ法律事務所 代表ﾊﾟｰﾄﾅｰ)

　委員長 櫻　田　謙　悟 (SOMPOﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 〃 木　村　浩一郎(PwCあらた有限責任監査法人

ｸﾞﾙｰﾌﾟCEO 取締役社長)  代表執行役)

〃 幸　田　博　人(One Tap BUY 取締役)

政策懇談会 〃 田　中　能　之(ﾃﾞｭﾎﾟﾝ 取締役社長)

　委員長 金　丸　恭　文 (ﾌｭｰﾁｬｰ 取締役会長兼社長 ｸﾞﾙｰﾌﾟCEO) 〃 増　田　健　一(ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ・毛利・友常法律事務所 

ﾊﾟｰﾄﾅｰ)

経済情勢調査会 〃 守　本　正　宏(FRONTEO 取締役社長)

　委員長 稲　葉　延　雄 (ﾘｺｰ 取締役会議長) 〃 山　﨑　孝　一(ｷｯｺｰﾏﾝ 取締役専務執行役員)



物流改革を通じた成長戦略委員会 教育革新委員会

　委員長 渡　邉　健　二 (日本通運 取締役会長) 　委員長 小　林　いずみ(ANAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ/みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ

　副委員長 大　石　英　生 (日本政策投資銀行） /三井物産 社外取締役)

〃 岡　田　　　晃 (ANA総合研究所 取締役社長) 　副委員長 赤　池　敦　史(ｼｰｳﾞｨｰｼｰ･ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

〃 倉　本　博　光 (郵船ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ 相談役) 取締役社長 ﾊﾟｰﾄﾅｰ)

〃 清　水　新一郎 (日本航空 取締役常務執行役員) 〃 遠　藤　信　博(日本電気 取締役会長)

〃 野　田　由美子 (ｳﾞｪｵﾘｱ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役社長) 〃 川　名　浩　一(日揮 副会長)

〃 水　留　浩　一 (ｽｼﾛｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 〃 斉　藤　　　剛(みさき投資 ﾁｰﾌ･ｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ･ｵﾌｨｻｰ)

取締役社長 CEO) 〃 渋　澤　　　健(ｼﾌﾞｻﾜ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 代表取締役)

〃 山　内　雅　喜 (ﾔﾏﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長) 〃 出　口　恭　子(色空会 お茶の水整形外科 

機能ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｸﾘﾆｯｸ 副院長)

スポーツとアートの産業化委員会 〃 宮　原　京　子(ﾌｧｲｻﾞｰ 執行役員)

　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 兼 CEO) 〃 本　山　和　夫(東京理科大学 理事長)

  副委員長 井　上　智　治 (井上ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 代表取締役)

〃 岩　本　修　司 (構造計画研究所 執行役員) Ⅲ：社会の持続性の確保 [Ｚ軸]

〃 神　原　里　佳 (ｵﾘｴﾝﾀﾙﾗﾝﾄﾞ執行役員) 労働市場改革委員会

〃 柴　山　哲　治 (AGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾞ 代表取締役) 　委員長 木　川　　　眞(ﾔﾏﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役会長)

〃 田　中　豊　人 (ｱﾘﾊﾞﾊﾞ 代表執行役員副社長) 　副委員長 梅　田　一　郎(新時代戦略研究所（INES） 理事長) 

〃 福　本　ともみ (ｻﾝﾄﾘｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 執行役員) 〃 江　幡　真　史(ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｼﾞﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 取締役)

〃 御　立　尚　資 (ﾎﾞｽﾄﾝ ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ ｼﾆｱ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ) 〃 小　林　洋　子(NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 監査役)

〃 山　口　栄　一 (ｴｰｼﾞｰﾋﾟｰ 会長) 〃 土　屋　達　朗(ﾌｼﾞﾀ 取締役副社長)

〃 出　張　勝　也(ｵﾃﾞｯｾｲ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 取締役社長)

　〃　スポーツの産業化検討分科会　 〃 鳥　海　智　絵(野村證券 専務執行役員)

  座長 岩　本　修　司 (構造計画研究所 執行役員) 〃 成　川　哲　夫(日本曹達 取締役)

〃 水　田　正　道(ﾊﾟｰｿﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長 CEO)

　〃　アートの産業化検討分科会　 〃 吉　田　正　昭(ﾙﾈｻﾝｽ 取締役社長執行役員)

  座長 山　口　栄　一 (ｴｰｼﾞｰﾋﾟｰ 会長)

医療・介護システム改革委員会

Ⅱ：イノベーションによる未来開拓 [Ｙ軸] 　委員長 若　林　辰　雄(三菱UFJ信託銀行 取締役会長)

先進技術による新事業創造委員会   副委員長 青　木　　　寧(花王 常務執行役員)

　委員長 程　　　近　智 (ｱｸｾﾝﾁｭｱ 相談役) 〃 岩　﨑　真　人(武田薬品工業 取締役 

〃 小　柴　満　信 (JSR 取締役社長) ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾌｧｰﾏ ﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾕﾆｯﾄ ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ)

  副委員長 石　黒　不二代 (ﾈｯﾄｲﾔｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役社長 兼 CEO) 〃 宇賀神　史　彦(IQVIAｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役社長)

〃 岩　本　祐　一 (ｺﾏﾂ 専務執行役員CTO) 〃 川　上　登　福(経営共創基盤 

〃 下　野　雅　承 (日本ｱｲ・ﾋﾞｰ・ｴﾑ 取締役副会長) ﾊﾟｰﾄﾅｰ･取締役ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ)

〃 田　中　豊　人 (ｱﾘﾊﾞﾊﾞ 代表執行役員副社長) 〃 鈴　木　雅　子(ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ・ﾜﾝ 取締役副社長執行役員)

〃 平　野　拓　也 (日本ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ 取締役 社長) 〃 野　呂　順　一(ﾆｯｾｲ基礎研究所 取締役会長)

〃 宮　坂　　　学 (ﾔﾌｰ 取締役会長) 〃 平　野　英　治(ﾒｯﾄﾗｲﾌ生命保険 取締役 副会長)

〃 布　施　達　朗(ｾｺﾑ 常務取締役)

　〃　非ＩＴ企業によるデータ・サイエンティスト育成分科会 〃 山　田　　　哲(ｼﾞｪｲ･ﾄｯﾌﾟ 取締役社長)

  座長 小　柴　満　信 (JSR 取締役社長)

財政健全化委員会

　〃　デジタルマーケティング分科会 　委員長 佐　藤　義　雄(住友生命保険 取締役会長代表執行役)

  座長 石　黒　不二代 (ﾈｯﾄｲﾔｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役社長 兼 CEO) 　副委員長 岩　崎　俊　博(野村資本市場研究所 顧問) 

〃 栗　原　美津枝(日本政策投資銀行 常勤監査役)

新産業革命と規制・法制改革委員会 〃 神　津　多可思(ﾘｺｰ 執行役員)

　委員長 間　下　直　晃 (ﾌﾞｲｷｭｰﾌﾞ 取締役社長CEO) 〃 田　中　良　治(三菱ｹﾐｶﾙ 常勤監査役)

　副委員長 伊　藤　かつら (日本ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ 執行役員 常務) 〃 野　呂　順　一(ﾆｯｾｲ基礎研究所 取締役会長)

〃 木　村　尚　敬 (経営共創基盤 〃 山　本　謙　三(ｵﾌｨｽ金融経済ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ 代表)

ﾊﾟｰﾄﾅｰ･取締役ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ)

〃 田久保　善　彦 (ｸﾞﾛｰﾋﾞｽﾞ経営大学院大学 常務理事) 環境・資源エネルギー委員会

〃 鉢　嶺　　　登 (ｵﾌﾟﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 取締役社長ｸﾞﾙｰﾌﾟCEO) 　委員長 石　村　和　彦横　尾　敬　介(AGC 取締役会長)

〃 挽　野　　　元 (ｱｲﾛﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 代表執行役員社長)   副委員長 植　木　義　晴(日本航空 取締役会長)

〃 平　岡　昭　良 (日本ﾕﾆｼｽ 取締役社長) 〃 薄　井　充　裕(新むつ小川原 取締役社長)

〃 松　井　敏　浩 (大和証券ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社 〃 尾　崎　弘　之(ﾊﾟﾜｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 取締役)

取締役 兼 代表執行役副社長) 〃 海　堀　周　造(横河電機 アドバイザー)

〃 八　木　洋　介 (ICMG 取締役) 〃 加　納　　　望(富士石油　専務取締役)

〃 高　木　真　也(ｸﾆｴ 取締役社長)

〃 中　村　克　己(ﾌﾞﾗｯｸｽﾄｰﾝ ｼﾆｱｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ)

〃 藤　田　研　一(ｼｰﾒﾝｽ 取締役社長兼CEO)



安全保障委員会 地域産業のイノベーション委員会

　委員長 武　藤　光　一 (商船三井 取締役会長) 　委員長 秋　田　正　紀(松屋 取締役社長執行役員)

　副委員長 鵜　飼　裕　司 (FFRI 取締役社長)   副委員長 加　茂　正　治(ﾏｯｷﾝｾﾞｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･

〃 氏　家　俊　明 (丸紅 常務執行役員) ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｲﾃｯﾄﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ　ﾊﾟｰﾄﾅｰ)

〃 岡　田　　　晃 (ANA総合研究所 取締役社長) 〃 地　下　誠　二(日本政策投資銀行 取締役常務執行役員)

〃 櫻　井　祐　記 (富国生命保険 取締役常務執行役員) 〃 東　　　良　和(沖縄ﾂｰﾘｽﾄ 取締役会長)

〃 篠　原　弘　道 (日本電信電話 取締役会長) 〃 堀　江　章　子(ｱｸｾﾝﾁｭｱ 執行役員)

〃 山　口　栄　一(ｴｰｼﾞｰﾋﾟｰ 会長)

民主主義・資本主義のあり方委員会 〃 山　梨　広　一(LIXILｸﾞﾙｰﾌﾟ 代表執行役兼COO)

　委員長 宮　田　孝　一 (三井住友銀行 取締役会長) 〃 若　山　健　彦(ﾐﾅﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)

　副委員長 石　黒　　　徹 (森・濱田松本法律事務所 ﾊﾟｰﾄﾅｰ)

〃 稲　野　和　利 (野村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 顧問) Ⅵ：グローバル化と海外ネットワークの強化

〃 岩　瀬　大　輔 (ﾗｲﾌﾈｯﾄ生命保険 取締役会長) 国際関係委員会

〃 釜　井　節　生 (電通国際情報ｻｰﾋﾞｽ 取締役会長) 　委員長 朝　田　照　男(丸紅 取締役会長)

〃 木　下　信　行 (東京金融取引所 取締役社長)   副委員長 五　嶋　賢　二(富士電機 執行役員)

〃 神　津　多可思 (ﾘｺｰ 執行役員) 〃 田　代　桂　子(大和証券ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社 

〃 藤　森　義　明 (日本ｵﾗｸﾙ 取締役 会長) 取締役 兼 専務執行役)

〃 渡　部　賢　一 (野村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 名誉顧問) 〃 塚　本　　　恵(ｷｬﾀﾋﾟﾗｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 代表執行役員)

〃 林　　　信　秀(みずほ銀行 取締役会長)

Ⅳ：Japan 2.0に向けた国家運営の再構築 〃 平　手　晴　彦(武田薬品工業 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｵﾌｨｻｰ)

政治改革委員会 〃 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)

　委員長 中　村　公　一 (山九 取締役会長) 〃 吉　丸　由紀子(積水ﾊｳｽ 取締役)

　副委員長 朝　倉　陽　保 (丸の内ｷｬﾋﾟﾀﾙ 取締役社長)

〃 伊　東　　　裕 (全日本空輸 取締役常務執行役員) 経済連携委員会

〃 菊　地　麻緒子 (三井倉庫ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 常勤社外監査役) 　委員長 松　﨑　正　年(ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 取締役会議長)

〃 成　川　哲　夫 (日本曹達 取締役)   副委員長 川　口　　　均(日産自動車 専務執行役員 

〃 外　立　憲　治 (外立総合法律事務所 所長･代表弁護士) ﾁｰﾌｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨｵﾌｨｻｰ)

〃 蓑　田　秀　策 (ｵﾌﾟﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 取締役) 〃 菊　地　麻緒子(三井倉庫ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 常勤社外監査役)

〃 日　下　一　正(国際経済交流財団 会長)

憲法問題委員会 〃 清　水　新一郎(日本航空 取締役常務執行役員)

　委員長 大八木　成　男 (帝人 相談役) 〃 平　手　晴　彦(武田薬品工業 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｵﾌｨｻｰ)

　副委員長 稲　野　和　利 (野村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 顧問) 〃 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)

〃 大久保　和　孝 (EY新日本有限責任監査法人 〃 松　江　英　夫(ﾃﾞﾛｲﾄ ﾄｰﾏﾂ ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ﾊﾟｰﾄﾅｰ)

 経営専務理事) 〃 蓑　田　秀　策(ｵﾌﾟﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 取締役)

〃 新　芝　宏　之 (岡三証券ｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役社長)   顧問 福　川　伸　次(東洋大学 総長)

〃 田　中　良　治 (三菱ｹﾐｶﾙ 常勤監査役)

〃 森　川　　　智 (ﾔﾏﾄ科学 取締役社長) 米州委員会

　委員長 山　添　　　茂(丸紅 副会長)

Ⅴ：地方創生と地方ネットワークの強化   副委員長 岩　瀬　大　輔(ﾗｲﾌﾈｯﾄ生命保険 取締役会長)

地方創生委員会 〃 五　嶋　賢　二(富士電機 執行役員)

　委員長 山　下　良　則 (ﾘｺｰ 取締役社長執行役員CEO) 〃 篠　辺　　　修(ANAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役副会長)

〃 地　下　誠　二 (日本政策投資銀行 取締役常務執行役員) 〃 高　橋　秀　行(ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行 取締役会長)

　副委員長 大　河　一　司 (三菱商事 常務執行役員) 〃 出　口　恭　子(色空会 お茶の水整形外科 

〃 金　子　眞　吾 (凸版印刷 取締役社長) 機能ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｸﾘﾆｯｸ 副院長)

〃 北　沢　利　文 (東京海上日動火災保険 取締役社長) 〃 星　野　朝　子(日産自動車 専務執行役員)

〃 鈴　木　和　洋 (ｼｽｺｼｽﾃﾑｽﾞ 執行役員会長) 〃 松　江　英　夫(ﾃﾞﾛｲﾄ ﾄｰﾏﾂ ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ﾊﾟｰﾄﾅｰ)

〃 中　野　祥三郎 (ｷｯｺｰﾏﾝ 取締役常務執行役員) 〃 茂　木　　　修松　江　英　夫(ｷｯｺｰﾏﾝ 取締役常務執行役員)

〃 宮　下　正　裕 (竹中工務店 取締役会長)   顧問 多　田　幸　雄(双日総合研究所 相談役)

〃 山　内　雅　喜 (ﾔﾏﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)

〃 吉　澤　和　弘 (NTTﾄﾞｺﾓ 取締役社長) 欧州・ロシア委員会

　委員長 平　子　裕　志(全日本空輸 取締役社長)

地方分権委員会   副委員長 熊　谷　亮　丸(大和総研 常務取締役)

　委員長 市　川　　　晃 (住友林業 取締役社長) 〃 須之部　　　潔(住友商事 常務執行役員)

　副委員長 大　塚　良　彦 (大塚産業ｸﾘｴｲﾂ 取締役社長) 〃 高　木　真　也(ｸﾆｴ 取締役社長)

〃 梶　川　　　融 (太陽有限責任監査法人 代表社員 会長) 〃 成　川　哲　夫(日本曹達 取締役)

〃 中　野　晴　啓 (ｾｿﾞﾝ投信 取締役社長) 〃 藤　田　昌　央(ｻﾊﾘﾝ石油ｶﾞｽ開発 取締役社長)

〃 二　宮　秀　生 (日本航空 常務執行役員) 〃 三　木　　　均(ﾘｼｭﾓﾝ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役社長ﾘｰｼﾞｮﾅﾙCEO)

〃 橋　本　圭一郎 (塩屋土地 取締役副会長) 〃 宮　原　京　子(ﾌｧｲｻﾞｰ 執行役員)

〃 船　津　康　次 (ﾄﾗﾝｽｺｽﾓｽ 取締役会長兼CEO) 〃 吉　丸　由紀子(積水ﾊｳｽ 取締役)

〃 山　梨　広　一 (LIXILｸﾞﾙｰﾌﾟ 代表執行役兼COO)



中国委員会 東京オリンピック・パラリンピック2020委員会

　委員長 岩　本　敏　男 (NTTﾃﾞｰﾀ 相談役) 　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)

  副委員長 浦　田　晴　之 (ｵﾘｯｸｽ銀行 取締役社長) 〃 大　西　　　賢(日本航空 特別理事)

〃 大　塚　俊　彦 (EMCｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役社長) 〃 髙　島　宏　平(ｵｲｼｯｸｽ・ﾗ・大地 取締役社長)

〃 岡　田　伸　一 (JFEﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役副社長) 　副委員長 石　渡　明　美(花王 執行役員)

〃 川　崎　弘　一 (JSR 取締役専務執行役員) 〃 奥　村　洋　治(ﾌｼﾞﾀ 取締役社長)

〃 熊　谷　亮　丸 (大和総研 常務取締役) 〃 久　慈　竜　也(久慈設計 取締役社長)

〃 武　田　信　二 (東京放送ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役会長) 〃 志　岐　隆　史(全日本空輸 取締役副社長執行役員)

〃 西　　　恵一郎 (ｸﾞﾛｰﾋﾞｽ ﾏﾈｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ) 〃 柴　山　哲　治(AGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾞ 代表取締役)

〃 平　井　康　文 (楽天 副社長執行役員) 〃 杉　本　　　伸(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽﾗﾎﾞ 取締役社長 CEO)

〃 松　下　　　敬 (出光興産 取締役副社長) 〃 田　中　豊　人(ｱﾘﾊﾞﾊﾞ 代表執行役員副社長)

〃 遠　山　敬　史(ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 常務執行役員)

アジア委員会 〃 南　　　壮一郎(ﾋﾞｽﾞﾘｰﾁ 取締役社長)

　委員長 片野坂　真　哉 (ANAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長) 〃 山　内　雅　喜(ﾔﾏﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)

　副委員長 木　本　　　茂 (東神開発 取締役会長) 〃 吉　永　達　世(つばさｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 代表取締役)

〃 鈴　木　英　夫 (新日鐵住金 常務執行役員) 〃 　松　徹　郎(ｱｲｽﾀｲﾙ 取締役社長兼CEO)

〃 田　中　良　和 (ｸﾞﾘｰ 取締役会長兼社長) 〃 湧　永　寛　仁(湧永製薬 取締役社長)

〃 野　田　由美子 (ｳﾞｪｵﾘｱ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役社長)

〃 橋　本　圭一郎 (塩屋土地 取締役副会長) □広報および政策広報【公益目的事業】
〃 八　馬　史　尚 (J-ｵｲﾙﾐﾙｽﾞ 取締役社長執行役員)

〃 福　地　敏　行 (日本ｱｲ･ﾋﾞｰ･ｴﾑ 取締役専務執行役員) 広報戦略検討委員会

　委員長 横　尾　敬　介(経済同友会 副代表幹事・専務理事)

中東委員会 　委員長代理 小　林　いずみ(ANAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ／みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ

　委員長 川　名　浩　一 (日揮 副会長) ／三井物産　社外取締役)

　副委員長 海　堀　周　造 (横河電機 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ) 　副委員長 江　幡　真　史(ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｼﾞﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 取締役)

〃 菊　地　　　哲 (伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 取締役社長) 〃 加　藤　健　一(電通 顧問)

〃 島　﨑　　　豊 (丸紅 執行役員) 〃 寺　田　航　平(寺田倉庫 取締役社長COO)

〃 高　原　豪　久 (ﾕﾆ･ﾁｬｰﾑ 取締役社長執行役員) 〃 吉　永　達　世(つばさｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 代表取締役)

〃 中　村　公　一 (山九 取締役会長)

〃 鰐　渕　美惠子 (銀座ﾃｰﾗｰｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役社長) □懇談会等【共益事業】

アフリカ委員会 会員セミナー

　委員長 横　井　靖　彦 (豊田通商 顧問) 　委員長 馬　田　　　一(JFEﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 相談役)

　副委員長 石　塚　達　郎 (日立建機 代表執行役 執行役会長) 〃 成　川　哲　夫(日本曹達 取締役)

〃 井　出　達　也 (ﾌｼﾞﾀ 上席執行役員)

〃 岩　井　睦　雄 (日本たばこ産業 取締役副社長) 産業懇談会

〃 渋　澤　　　健 (ｼﾌﾞｻﾜ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 代表取締役) 　代表世話人 稲　野　和　利(野村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 顧問)

〃 陳　野　浩　司 (国際金融公社 ﾁｰﾌ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｵﾌｨｻｰ) 〃 江　幡　真　史(ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｼﾞﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 取締役)

〃 降　　洋　平 (日本信号 取締役会長)

第１火曜グループ　

Ⅶ：次世代育成･活躍の支援 　世話人 富　田　純　明(日進ﾚﾝﾀｶｰ 取締役会長)

学校と経営者の交流活動推進委員会 〃 髙　橋　直　樹(ｸﾚﾃﾞｨｾｿﾞﾝ 取締役副社長)

　委員長 志　賀　俊　之 (日産自動車 取締役) 〃 前　田　忠　昭(東京ｶﾞｽ 社友)

　副委員長 石　渡　明　美 (花王 執行役員)

〃  栗　原　美津枝 (日本政策投資銀行 常勤監査役) 第１水曜グループ

〃 島　田　俊　夫 (CAC Holdings 特別顧問) 　世話人 船　津　康　次(ﾄﾗﾝｽｺｽﾓｽ 取締役会長兼CEO)

〃 高　橋　秀　行 (ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ信託銀行 取締役会長) 〃 安　田　結　子(ﾗｯｾﾙ･ﾚｲﾉﾙｽﾞ･ｱｿｼｴｲﾂ ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ)

〃 中　野　祥三郎 (ｷｯｺｰﾏﾝ 取締役常務執行役員) 〃 平　野　英　治(ﾒｯﾄﾗｲﾌ生命保険 取締役 副会長)

〃 成　川　哲　夫 (日本曹達 取締役)

〃 林　　　恭　子 (ｸﾞﾛｰﾋﾞｽ ﾏﾈｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ) 第１木曜グループ

〃 林　　　礼　子 (ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ日本証券 副会長) 　世話人 武　藤　英　二(髙島屋 社外監査役)

〃 日　色　　　保 (日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ 取締役社長兼CEO) 〃 北　原　義　一(三井不動産 取締役副社長執行役員)

〃 中　野　祥三郎(ｷｯｺｰﾏﾝ 取締役常務執行役員)

インターンシップ推進委員会

　委員長 天　羽　　　稔 (TGA 取締役会長) 第２火曜グループ　

　副委員長 青　木　　　寧 (花王 常務執行役員) 　世話人 増　渕　　　稔(日本証券金融 取締役会長)

〃 姥　貝　卓　美 (三菱ｹﾐｶﾙ 相談役) 〃 西　村　　　豊(ｶｰﾗｲﾙ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｴﾙｴﾙｼｰ 

〃 大久保　伸　一 (凸版印刷 取締役専務執行役員) ｼﾆｱ ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ)

〃 尾　﨑　　　哲 (野村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 執行役副会長) 〃 簗　田　　　稔(ｺｱ ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰﾌｪﾛｰ)

〃 髙　祖　敏　明 (上智学院)

第２水曜グループ

　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)

〃 山　添　　　茂(丸紅 副会長)



第２木曜グループ リーダーシップ・プログラム

　世話人 犬　塚　雅　大 (ｼｰﾎﾞﾝ 取締役会長) 　委員長 小　林　喜　光(三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役会長)

〃 菅　田　史　朗 (ｳｼｵ電機 特別顧問)

〃 原　田　靖　博 (ﾌｭｰﾁｬｰ 上級顧問 CEO特別補佐) ジュニア・リーダーシップ・プログラム

　委員長 立　石　文　雄(ｵﾑﾛﾝ 取締役会長)

第２金曜グループ

　世話人 降　　洋　平 (日本信号 取締役会長) □会員管理【共益事業】
〃 鈴　木　雅　子 (ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ・ﾜﾝ 取締役副社長執行役員)

〃 藤　岡　　　誠 (新化学技術推進協会 専務理事) 会員委員会

　委員長 稲　野　和　利(野村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 顧問)

第３火曜グループ 　副委員長 昆　　　政　彦(ｽﾘｰｴﾑ ｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役副社長執行役員)

　世話人 岡　田　民　雄 (日本ﾙﾂﾎﾞ 相談役) 〃 深　澤　恒　一(ｾｶﾞｻﾐｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

〃 中　瀬　雅　通 (三陽商会 取締役会長) 常務取締役ｸﾞﾙｰﾌﾟCFO)

〃 安　田　育　生 (ﾋﾟﾅｸﾙ 取締役会長兼社長兼CEO) 〃 降　　洋　平(日本信号 取締役会長)

〃 藏　原　文　秋(SMBC信託銀行 取締役社長)

第３水曜グループ

　世話人 江　幡　真　史 (ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｼﾞﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 取締役) □会務【法人事業/法人管理関係】
〃 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 顧問) 財務委員会

　委員長 松　尾　憲　治(明治安田生命保険 特別顧問)

第３木曜グループ 　副委員長 堀　内　　　勉(ｱｸｱｲｸﾞﾆｽ 取締役会長)

　世話人 平　野　通　郎 (東武不動産 取締役社長) 〃 青　木　　　寧(花王 常務執行役員)

〃 小　林　英　三 (日本証券金融 取締役社長) 〃 髙　橋　　　薫(損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ひまわり生命保険

〃 永　田　勝　志 (ﾀﾞｲｾｰﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ 取締役会長)   取締役会長)

〃 橋　本　圭一郎(塩屋土地 取締役副会長)

第４火曜グループ 〃 江　幡　真　史(ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｼﾞﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 取締役)

　世話人 内　田　士　郎 (SAPｼﾞｬﾊﾟﾝ 取締役会長) 〃 梶　川　　　融(太陽有限責任監査法人 代表社員 会長)

〃 石　井　　　茂 (ｿﾆｰﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 取締役社長)

〃 内　永　ゆか子 (J-Win 理事長)

第４水曜グループ　

　世話人 長　江　洋　一 (六興電気 取締役兼代表執行役社長)

〃 橋　本　政　昭 (橋本総業 取締役社長)

〃 芳　賀　日登美 (ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ RI 取締役社長)

第４木曜グループ

　世話人 梶　川　　　融 (太陽有限責任監査法人 代表社員 会長)

〃 山　本　謙　三 (ｵﾌｨｽ金融経済ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ 代表)

〃 髙　島　幸　一 (高島 取締役社長)

第４金曜グループ　

　世話人 稲　野　和　利 (野村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 顧問)

〃 宇　治　則　孝 (第一三共/横河電機 社外取締役)

〃 秋　田　正　紀 (松屋 取締役社長執行役員)

経済懇談会

　世話人 中　野　祥三郎 (ｷｯｺｰﾏﾝ 取締役常務執行役員)

〃 岡　田　　　誠 (東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 専務取締役)

創発の会

　座長 橋　本　圭一郎 (塩屋土地 取締役副会長)

　副座長 江　田　麻季子 (世界経済ﾌｫｰﾗﾑ Japan 日本代表)

〃 小　野　　　傑 (西村あさひ法律事務所 代表ﾊﾟｰﾄﾅｰ)

〃 河　本　宏　子 (ANA総合研究所 取締役副社長)

〃 久　慈　竜　也 (久慈設計 取締役社長)

〃 瀬　口　二　郎 (Bank of America Merrill Lynch 

Co-President of Asia Pacific)

〃 伊　達　美和子 (森ﾄﾗｽﾄ 取締役社長)

〃 永　田　亮　子 (日本たばこ産業 常勤監査役)

〃 本　山　博　史 (興銀ﾘｰｽ 取締役社長)


