
           企業版ふるさと納税の新たな活⽤モデル構築検討戦略会議
                  委員、オブザーバー名簿

令和3年4⽉現在、敬称略

座⻑ ⽴⾕秀清 福島県相⾺市⻑（全国市⻑会会⻑）

副座⻑ 荒⽊泰⾂ 熊本県嘉島町⻑（全国町村会会⻑）
（五⼗⾳順） ⼭内道雄 ⼀般社団法⼈離島百貨店理事⻑

学識委員 相⽥勲 映画「稲むらの⽕」 原作プロデューサー
（五⼗⾳順） 秋⼭宏次郎 ⼀般社団法⼈こども⾷堂⽀援機構 代表理事Forbesオフィシャルコラムニスト

⾜⽴哲真 ⼀般財団法⼈リスクファイナンス総研 常任理事

⻘⼭富寿⽣ ⼀般社団法⼈離島百貨店理事

⾚池学 株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所 代表取締役所⻑

秋野卓⽣ 弁護⼠法⼈匠総合法律事務所 弁護⼠

有⾺朱美 株式会社ﾐｭｰﾁｭｱﾙ・ｴｲﾄﾞ・ｾｵﾘｰ代表取締役 防災G72・地⽅創⽣evahthink編集⻑

⽣島ヒロシ 東北福祉⼤学客員教授、フリーアナウンサー

井熊均 株式会社⽇本総合研究所 専務執⾏役員

稲葉繁樹 福岡地域戦略推進協議会 シニアフェロー

柏⽊孝夫 東京⼯業⼤学特命教授、科学技術創⽣研究院先進エネルギー国際研究センター⻑

加藤晃 東京理科⼤学⼤学院 経営学研究科 技術経営専攻 教授

加藤孝明 東京⼤学教授                   

雅南ユイ 株式会社ONIGIRI Plus 代表取締役社⻑

久野譜也 筑波⼤学⼈間総合科学学術院 教授

佐々⽊則夫 ⼗⽂字学園⼥⼦⼤学 特命副学⻑、サッカー指導者

塩⽥清⼆ 星薬科⼤学先端⽣命科学研究所 特任教授

鈴⽊幹⼀ 信州⼤学経法学部 社会基盤研究所 特任教授

⾼原太郎 東海⼤学教授、株式会社ドゥイブス・サーチ 代表取締役社⻑

⽟井克哉 東京⼤学先端科学技術研究センター 教授

⼗枝裕美⼦ Co-Founder and CEO.アンゴホテルズ

富樫泰良 ALL NIPPON RENOVATION代表理事

平塚哲也 pragmaworks株式会社 代表取締役

寳⽰⼾嘉⼦  ⼀般社団法⼈ﾚｼﾞﾘｴﾝｽｼﾞｬﾊﾟﾝ推進協議会 ﾚｼﾞﾘｴﾝｽｼﾞｬﾊﾟﾝ総研 主席研究員

眞⽊健⼀ Make House 株式会社 代表

松⽥⼀敬 神⼾⼤学科学技術イノベーション研究科客員教授

松原隆⼀郎 放送⼤学教授、東京⼤学名誉教授、内閣官房ナショナル・レジリエンス懇談会委員

丸橋昌太郎 信州⼤学 社会基盤研究所 所⻑（教授）

御友重希 株式会社野村総合研究所 主席研究員、前⾦融庁国際政策管理官

三原圭⼀朗 藤⽥医科⼤学 国際再⽣医療センター 教授

村上周三 ⼀般財団法⼈建築環境・省エネルギー機構 理事⻑、東京⼤学名誉教授         

⼭⼝⼀⾂ 株式会社テックベンチャー総研 代表取締役CEO

⼭﨑正美 ⼀般財団法⼈地⽅⾃治体公⺠連携研究財団 理事

横⼭英⼦ 元・東⽇本⼤震災復興推進委員

⾃治体委員 北猛俊 北海道 富良野市⻑
(都道府県別・順不同) ⼩林康雄 北海道 ⼠幌町⻑

蝦名⼤也 北海道 釧路市⻑

真屋敏春 北海道 洞爺湖町⻑

⽔⾕洋⼀ 北海道 網⾛市⻑



上野正三 北海道 北広島市⻑

松尾和彦 ⻘森県 三⼾町⻑

⼩⼭⽥久 ⻘森県 ⼗和⽥市⻑

中嶋久彰 ⻘森県 今別町⻑

⼭本正徳 岩⼿県 宮古市⻑

上⽥東⼀ 岩⼿県 花巻市⻑

藤原淳 岩⼿県 ⼆⼾市⻑

⽥村正彦 岩⼿県 ⼋幡平市⻑

⻘⽊幸保 岩⼿県 平泉町⻑

本⽥敏秋 岩⼿県 遠野市⻑

若⽣裕俊 宮城県 富⾕市⻑

⼭⽥裕⼀ 宮城県 ⽩⽯市⻑

菅原茂 宮城県 気仙沼市⻑

深⾕晃祐 宮城県 多賀城市⻑

熊⾕盛廣 宮城県 登⽶市⻑

佐藤孝弘 ⼭形県 ⼭形市⻑

⼭尾順紀 ⼭形県 新庄市⻑

清⽔敏男 福島県 いわき市⻑

本⽥仁⼀ 福島県 ⽥村市⻑

⾨⾺和夫 福島県 南相⾺市⻑

鈴⽊和夫 福島県 ⽩河市⻑

佐藤淳⼀ 福島県 磐梯町⻑

遠藤智 福島県 広野町⻑

須⽥博⾏ 福島県 伊達市⻑

古⼝達也 栃⽊県 茂⽊町⻑

津久井富雄 栃⽊県 ⼤⽥原市⻑

⽥中憲⼀ 千葉県 睦沢町⻑

渡辺芳邦 千葉県 ⽊更津市⻑

⽯井宏⼦ 千葉県 君津市⻑

⾼橋勝浩 東京都 稲城市⻑

藤⽥明美 新潟県 加茂市⻑

松崎晃治 福井県 ⼩浜市⻑

岡部岳志 ⼭梨県 丹波⼭村⻑

⽩⿃孝 ⻑野県 伊那市⻑

尾関健治 岐⾩県 関市⻑

⻘⼭節児 岐⾩県 中津川市⻑

⼩坂喬峰 岐⾩県 恵那市⻑

⽔野光⼆ 岐⾩県 瑞浪市⻑

加藤淳司 岐⾩県 ⼟岐市⻑

柴橋正直 岐⾩県 岐⾩市⻑

古川雅典 岐⾩県 多治⾒市⻑

⽇置敏明 岐⾩県 郡上市⻑

鈴⽊康友 静岡県 浜松市⻑

⽥辺信宏 静岡県 静岡市⻑

中野正康 愛知県 ⼀宮市⻑

森和実 愛知県 尾張旭市⻑



⼩⼭巧 三重県 南伊勢町⻑

中⼭泰 京都府 京丹後市⻑

阪⼝伸六 ⼤阪府 ⾼⽯市⻑

中⾙宗治 兵庫県 豊岡市⻑

広瀬栄 兵庫県 養⽗市⻑

酒井隆明 兵庫県 丹波篠⼭市⻑

神出政⺒ 和歌⼭県 海南市⻑

三浦源吾 和歌⼭県 御坊市⻑

⽯⽥耕太郎 ⿃取県 倉吉市⻑

⼩林嘉⽂ 岡⼭県 笠岡市⻑

⼤森雅夫 岡⼭県 岡⼭市⻑

中⼭俊雄 徳島県 ⼩松島市⻑

⽟井敏久 愛媛県 ⻄条市⻑

楠瀬耕作 ⾼知県 須崎市⻑

⾦⼦健次 福岡県 柳川市⻑

野⼝市太郎 ⻑崎県 五島市⻑

⼤⻄⼀史 熊本県 熊本市⻑

草村⼤成 熊本県 ⾼森町⻑

原⽥啓介 ⼤分県 ⽇⽥市⻑

宮路⾼光 ⿅児島県 ⽇置市⻑

企業委員 會澤祥弘 會澤⾼圧コンクリート株式会社 代表取締役社⻑
（五⼗⾳順） ⻘⼭修⼀ 株式会社フジドリームエアラインズ 営業本部 チャーター事業部⻑ 新規事業担当

阿部敏 バズエクセキュ―ション株式会社 代表取締役

伊藤真⼈ 株式会社パソナグループ 常務執⾏役員

井上⾼志 株式会社LIFULL 代表取締役社⻑

宇都正⾏ 株式会社栄住産業 代表取締役

⼤野仁⽣ 株式会社光レジン⼯業

⼤⼭利栄 ⼀般社団法⼈⽇本イベント協会 関東本部理事

⼩⽥⽞紀 株式会社リミックスポイント 代表取締役社⻑CEO

数野敏男 株式会社デベロップ レスキューホテル 事業統括

桑澤嘉英 クワザワホールディングス株式会社 代表取締役社⻑

⼩牟⽥保 株式会社NTTファシリティーズ 取締役街づくり推進部⻑

今野剛実 株式会社レスターホールディングス 事業開発室⻑

桜井克明 アース製薬株式会社 執⾏役員

佐々⽊悠 株式会社ディー・エヌ・エー 執⾏役員 ゲーム事業本部 事業本部⻑

四家泰典 株式会社 Container_House2040.jp 代表取締役

尚和直⽣ 株式会社Sansei 代表取締役

菅原修⼀ ⼀般社団法⼈⽇本コンテナハウス建築協会 代表理事

⽥⼝光男 テクニカルプロダクツ有限会社 代表取締役

武井千雅⼦ 株式会社フォラームエイト 代表取締役副社⻑ 

城浩⽻ 株式会社JMC 顧問

冨⽥洋 ジオ・サーチ株式会社 代表取締役社⻑

中村和也 株式会社東空 代表取締役

鳴瀧泰史 株式会社エコまるくん 代表取締役

野⼝茂⼀ 株式会社We'll-Being JAPAN 代表取締役

浜野清正 株式会社萬世閣 代表取締役社⻑



藤内省吾 ⽇本たばこ産業株式会社 渉外企画室 次⻑

宮沢和正 ソラミツ株式会社 代表取締役社⻑

宮⽥浩史 株式会社イクタ 代表取締役社⻑

⼭中直彦 株式会社モバスタ 代表取締役

吉⽥康則 ニチハ株式会社 取締役

吉村孝⽂ 株式会社創建 代表取締役会⻑

団体委員 阿登靖紀 公益社団法⼈⽇本⻘年会議所 国家グループ担当常任理事 
（五⼗⾳順） 兼本潔 ⼀般社団法⼈離島百貨店

浜野浩⼆ ⼀般社団法⼈⽇本旅館協会 会⻑

福内直之 ⼀般社団法⼈⽇本ホテル協会 専務理事

戦略会議
特別顧問

古屋圭司

オブザーバー ⼩松雅⼈ 内閣官房国⼟強靱化推進室 参事官 

（五⼗⾳順） ⽥中昇治 内閣官房まち・ひと・しごと創⽣本部事務局 兼 内閣府地⽅創⽣推進事務局 参事官

事務局 （⼀般社団法⼈レジリエンスジャパン推進協議会） 

⾦⾕年展 常務理事

兼本潔 参与（委員兼任）

⼭中隆⼀ 事務局⻑
柴⽥真理 事務局次⻑ 

衆議院議員、初代国⼟強靱化担当⼤⾂、
⾃由⺠主党 社会機能移転分散型国づくり特命委員会委員⻑


