
Ｎｅｗｓ  Ｒｅ ｌ  ｅ  ａ  ｓｅ 国土交通省 

平成３０年度第１回 観光ビジョン推進九州ブロック戦略会議の開催  

   

 

 

１，日  時   平成３０年１２月２０日（木）１３：３０～１５：３０ 

２，場  所  福岡合同庁舎新館７階海技試験場 

３，議   事  戦略会議の平成 30年度取りまとめについて 

情報提供 

４，構 成 員  九州運輸局、九州地方整備局、大阪航空局、九州総合通信局、九州農政局、  

九州経済産業局、九州地方環境事務所、九州各県、政令指定都市、経済団体、 

九州観光推進機構、関係事業者・団体（交通・旅行・宿泊） 

※会議の撮影は冒頭の挨拶まで、傍聴は開始から終了まで可能です。

取材いただける場合は、会社名等を別紙FAX送信票によりご連絡下さい。

平成３０年１２月１７日 

九 州 運 輸 局 

九州地方整備局 

大 阪 航 空 局 

＜お問い合わせ＞ 

九州運輸局 観光部   ：脇野、中原  TEL:092-472-2330 

九州地方整備局 企画部 ：堀、伊藤   TEL:092-476-3542 

大阪航空局 福岡空港事務所：迫田  TEL:092-621-2221 

今般、平成30年度第１回観光ビジョン推進九州ブロック戦略会議を下記のとおり開催しま

す。 

 本戦略会議は、九州地域における「明日の日本を支える観光ビジョン」掲載施策の具体的

な取組の推進を図るための官民組織として昨年４月１日に設置し、地域毎に異なる課題の解

決や地域の特色を活かした観光振興のための環境を整備することとしています。 

 今回の会議では、昨年12月に開催した戦略会議以降の取り組みの進捗状況について、取り

まとめを行うものです。 



分類 組織名 役職 氏　名　

1 九州運輸局 局長 下野　元也

2 九州地方整備局 局長 伊勢田　敏

3 大阪航空局 局長 川勝　弘彦

4 総務省 九州総合通信局 情報通信部長 長尾　友夫

5 農林水産省 九州農政局 地方参事官（事業計画） 佐々木　明徳

6 経済産業省 九州経済産業局 産業部長 中原　信隆

7 環境省 九州地方環境事務所 所長 岡本　光之

8 福岡県 商工部観光局長 髙原　稔

9 佐賀県 地域交流部文化・スポーツ交流局長 白井　誠

10 長崎県 文化観光国際部政策監（国際戦略担当） 田代　秀則

11 熊本県 商工観光労働部観光経済交流局長 原山　明博

12 大分県 企画振興部理事兼観光・地域局長 山本　修司

13 宮崎県 商工観光労働部観光経済交流局長 酒匂　重久

14 鹿児島県 PR・観光戦略部長 川野　敏彦

15 北九州市 産業経済局長 加茂野　秀一

16 福岡市 経済観光文化局長 髙島　収

17 熊本市 経済観光局長 平井　英虎

18 （一社）九州経済連合会 専務理事 長尾　成美

19 九州商工会議所連合会 常任幹事 境　正義

20 九州経済同友会 常務理事 縄田　真澄

21 （一社）九州観光推進機構 本部長 渡邉　太志

22 （公社）日本観光振興協会 九州支部 事務局長 西　英利

23 日本航空(株) 九州・山口地区 九州・山口地区支配人 溝之上　正充

24 全日本空輸(株) 九州支社 上席執行役員九州支社長 大人形　綱邦

25 九州旅客鉄道(株) 常務取締役（鉄道事業本部長） 古宮　洋二

26 西日本鉄道(株) 上席執行役員（事業創造本部長） 藤田　浩展

27 ＪＲ九州高速船(株) 代表取締役社長 水野  正幸

28 カメリアライン(株) 代表取締役社長 田邊　英城

29 関釜フェリー(株) 代表取締役社長 入谷　一成

30 九州鉄道協会 会長 倉富　純男

31 九州バス協会 会長 倉富　純男

32 九州乗用自動車協会 会長 田中　亮一郎

33 九州地区レンタカー協会連合会 会長 山浦　隆秀

34 九州旅客船協会連合会 会長 竹永　健二郎

35 （一社）日本旅行業協会 九州支部 九州支部長 瀬口　龍也

36 （一社）全国旅行業協会　九州地区支部連合会 九州地方支部長連絡会議長 岩本　公明

37 日本旅館協会 九州支部連合会 九州支部連合会長 鶴田　浩一郎

38 （一社）日本ホテル協会 九州支部 九州支部長 岩崎　芳太郎

39 （一社）全日本シティホテル連盟　九州支部 九州支部長 日髙　基晶

オブザーバー

1 地方自治体 長崎市 文化観光部長 股張　一男

2 日本政府観光局 （独）国際観光振興機構 理事 山崎　道徳

3 日本貿易振興機構
日本貿易振興機構 地域統括センター(九州・沖縄)
福岡貿易情報センター

地域統括センター長
福岡貿易情報センター長

山岡 寛和

宿泊事業者団体

旅行事業者団体

観光ビジョン推進九州ブロック戦略会議 構成員一覧表　　　　　　　　（ご参考）

国土交通省

地方自治体

広域観光機構

交通事業者

経済団体



（FAX 送信票） 

 

ＦＡＸ送信先：（０９２）４７２－２３３４ 

九州運輸局観光部観光企画課 行 

 

取材申込書 
 

 

  取材を希望する場合は、この様式により上記連絡先までＦＡＸでお申し込み下さい。  

  申し込み締め切りは、１２月１９日(水)１５時までです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴社名 ： 

貴媒体名 ： 

ご担当者名 ：                 （ほか    名） 

ＴＥＬ ： ＦＡＸ ： 

ご撮影 ：      □ムービー      □スチール 

 

  

第１回観光ビジョン推進九州ブロック戦略会議 

 

開催日時： 平成３０年１２月２０日（木） １３：３０～１５：３０ 

        ※取材受付 １３：００～ 

会   場： 九州運輸局 ７階 海技試験場（福岡合同庁舎 新館） 

      福岡市博多区博多駅東 2丁目 11-1（ＪＲ九州「博多駅」近く） 
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