
会長 濵田　省司 高知県知事

副会長 岡﨑　誠也 高知市長（高知県市長会会長)

戸梶　眞幸 日高村長（高知県町村会会長）

西山　彰一 高知県商工会議所連合会会頭

顧問 明神　健夫 高知県議会議長

和田　勝美 高知県市議会議長会会長（高知市議会議長）

中城　重則 高知県町村議会議長会会長（中土佐町議会議長）

委員 植田　壮一郎 室戸市長

横山　幾夫 安芸市長

平山　耕三 南国市長

板原　啓文 土佐市長

楠瀬　耕作 須崎市長

中平　富宏 宿毛市長

泥谷　光信 土佐清水市長

中平　正宏 四万十市長

濱田　豪太 香南市長

依光　晃一郎 香美市長

松延　宏幸 東洋町長

竹﨑　和伸 奈半利町長

常石　博髙 田野町長

黒岩　之浩 安田町長

上村　誠 北川村長

山﨑　出 馬路村長

溝渕　孝 芸西村長

澤田　和廣 本山町長

大石　雅夫 大豊町長

和田　守也 土佐町長

和田　知士 大川村長

池田　牧子 いの町長

古味　実 仁淀川町長

池田　洋光 中土佐町長

片岡　雄司 佐川町長

小田　保行 越知町長

吉田　尚人 梼原町長

池田　三男 津野町長

中尾　博憲 四万十町長

岡田　順一 大月町長

田野　正利 三原村長

松本　敏郎 黒潮町長

山元　文明 （株）四国銀行取締役頭取

海治　勝彦 （株）高知銀行取締役頭取

山﨑　久留美 高知信用金庫理事長

渡邊　毅 幡多信用金庫理事長

武田　秀義 高知県商工会連合会会長

北村　和代 高知県商工会議所女性会連合会会長

森下　勝彦 高知県経営者協会会長

藤本　正孝 高知県観光誘致連絡協議会会長

森　恒一郎 土佐経済同友会観光振興委員会委員長

立田　昌敬 （公社）日本青年会議所四国地区高知ブロック協議会会長

山中　盛世 （一社）全国旅行業協会高知県支部長

天野　三恵子 （一社）日本旅行業協会中四国支部高知地区委員会委員長

田村　卓実 （一社）日本旅館協会高知県支部長

藤本　正孝 高知県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長
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広末　幸彦 高知県商店街振興組合連合会理事長

久松　朋水 高知県中小企業団体中央会会長

久岡　隆 高知県農業協同組合中央会代表理事会長

肥本　昭彦 日本郵便（株）高知中央郵便局長

竹村　昭彦 高知県酒造組合理事長

刈谷　喜明 高知県菓子工業組合理事長

千頭　滞久朗 高知県土産品協会会長

木村　祐二 NPO法人高知の食を考える会理事

鮫島　和也 宮本　学 西日本高速道路（株）四国支社高知高速道路事務所長

堀田　徹 全日本空輸（株）高知支店長

山中　謙治 日本航空（株）高知支店長

中岡　一也 秋山　正之 （株）フジドリームエアラインズ高知空港支店長

岩城　孝章 高知空港ビル（株）代表取締役社長

田岡　弘久 四国旅客鉄道（株）高知企画部長

樋口　毅彦 とさでん交通（株）代表取締役社長

樋口　毅彦 （一社）高知県バス協会会長

金谷　正文 土佐くろしお鉄道（株）代表取締役社長

楠瀬　賢一 高知県ハイヤー・タクシー協議会会長

小川　雅弘 高知県レンタカー協会会長

川原　信夫 高知県牧野記念財団理事長

葛目　岩夫 高知県観光ガイド連絡協議会会長

植田　通子 高知県おもてなし県民会議会長

山下　福恵 高知県連合婦人会会長

鎌倉　昭浩 （公財）高知県文化財団理事長

井奥　和男 （公財）土佐山内記念財団理事長

中澤　慎二 （公社）高知市観光協会会長　

八木　正人 （一社）室戸市観光協会会長

西邨　出 （一社）安芸市観光協会会長

白山　早苗 山本　弘志 （一社）南国市観光協会会長

金子　和重 （一社）土佐市観光協会代表理事

山岸　龍二 （一社）須崎市観光協会会長

成田　江里 （一社）宿毛市観光協会会長

西宮　正夫 （一社）土佐清水市観光協会会長

小松　昭二 （一社）四万十市観光協会会長

山中　盛世 （一社）香美市観光協会代表理事

丸岡　克典 （一社）香南市観光協会代表理事

嶋田　数昌 （一社）東洋町観光振興協会代表理事

小笠原　学 北川村観光協会会長

森　圭 本山町観光協会会長

釣井　龍秀 （一財）大豊町観光開発協会代表理事

重光　良一 ＮＰＯ法人土佐さめうら観光協会理事長

岡林　弘 （一社）いの町観光協会会長

大原　哲夫 仁淀川町観光協会会長

田中　隆博 （一社）なかとさ観光協会代表理事

大山　端 （一社）さかわ観光協会会長

所谷　眞智子 越知町観光協会会長

吉田　尚人 （一社）ゆすはら雲の上観光協会会長

田中　等 （一社）日高村観光協会会長

池田　十三生 （一社）四万十町観光協会会長

横山　浩一 （株）西土佐四万十観光社代表取締役社長

安田　理香 （一社）大月町観光協会会長

森田　俊彦 （一社）黒潮町観光ネットワーク代表理事

横山　幾夫 （一社）高知県東部観光協議会代表理事
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丸岡　克典 （一社）物部川ＤＭＯ協議会代表理事

澤田　和廣 （一社）土佐れいほく観光協議会代表理事

大山　端 （一社）仁淀ブルー観光協議会代表理事

池田　三男 （一社）奥四万十高知代表理事　（津野町長） 楠瀬　耕作 奥四万十観光協議会会長

小松　昭二 （一社）幡多広域観光協議会代表理事

岡林　秀典 （公財）高知県観光コンベンション協会専務理事

井奧　和男 高知県社会福祉協議会会長

空岡　則明 高知県集落活動センター連絡協議会会長

長岡　幹泰 高知県教育長

笹岡　貴文 （公財）高知県市町村振興協会常務理事

監事 谷脇　明 杉本　雅敏 高知県商工会議所連合会専務理事

林　充 高知市財務部長

参与 中平　雅彦 高知新聞社代表取締役社長

古川　寛人 朝日新聞社高知総局長

井上　大作 毎日新聞社高知支局長

山﨑　茂 読売新聞社高知支局長

冨田　龍一 日本経済新聞社高知支局長

片山　寿郎 共同通信社高知支局長

安永　隆 時事通信社高知支局長

山﨑　由幸 佐竹　慶生 （株）高知放送代表取締役社長

藤田　徹也 （株）テレビ高知代表取締役社長

渡辺　陽 高知さんさんテレビ（株）代表取締役社長

小松　健 （株）エフエム高知代表取締役社長
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