主な審議会、研究会委員
始

終

名前

平成7年

平成7年

運輸省観光部

国内観光協議会委員

平成8年

平成8年

余暇開発センター

奄美大島地域計画研究員

平成10年 平成11年 鳥取県観光総合審議会委員
平成11年 平成11年 奈良県吉野森林文化交流ゾーン形成検討会委員
平成11年 平成11年 運輸省海上交通局離島航路のチャレンジメニューを考える会委員
平成11年 平成11年 運輸省観光部「三重県名張・上の観光地づくり推進協議会」委員
平成11年 平成11年 運輸省観光部「沖縄の観光を考える100人委員会」委員
平成12年 平成12年 運輸省港湾局「新世紀港湾ビジョン検討委員会」委員
平成12年 平成13年 沖縄開発庁「新世紀港湾ビジョン懇談会」委員
平成12年 平成12年 沖縄開発庁「交通・観光情報提供システム調査委員会」委員
平成12年 平成13年 鳥取県庁「鳥取砂丘観光活性化懇談会」委員
平成12年 平成12年 沖縄総合事務局道路建設課「沖縄ブロック道路づくり懇談会」委員
平成13年 平成13年 国土交通省港湾局「暮らしを海と世界に結ぶ港づくり」女性ネットワーク設立発起人
平成13年 平成14年 沖縄総合事務局農林水産部「地域農政懇談会」委員
平成13年 平成13年 沖縄総合事務局開発建設部「21世紀の沖縄を考えるビジョン懇談会」
平成13年 平成14年 沖縄県離島振興協議会「21世紀の離島を考える委員会」副会長
平成13年 平成13年 那覇市「IT戦略会議」委員
平成13年 平成13年 沖縄市「総合計画審議会」委員
平成13年 平成14年 沖縄総合事務局開発建設部「沖縄のみなと女性フォーラム」委員
平成13年 平成14年 沖縄総合事務局那覇港湾空港事務所「那覇港利用者懇談会」
平成13年 平成13年 沖縄県土木部空港課「離島空港整備基本方針策定調査検討委員会」委員
平成13年 平成14年 沖縄県企画開発部「沖縄県振興開発審議会」委員
平成14年 平成14年 沖縄県企画開発部「中南部都市圏将来展望調査研究会」委員
平成14年 平成14年 沖縄県北部広域市町村圏事務組合「移設先・周辺地域活性化構想策定部会」委員
平成13年 平成14年 沖縄県企画開発部「産学官共同研究推進会議」委員
平成14年 ～

沖縄県商工労働部「産業振興基金事業審議会」委員

平成14年 平成14年 沖縄県商工労働部「琉球デジタルアーカイブ推進委員会」委員
平成14年 平成14年 沖縄県土木建築部「地方港湾審議会」委員
平成14年 平成14年 沖縄県観光リゾート局「エコツーリズム推進事業」委員
平成14年 平成14年 沖縄県企画開発部「離島振興計画策定懇話会」委員
平成14年 平成14年 沖縄県伊江村「はにくすに管理運営検討委員会」委員
平成14年 平成14年 沖縄県企画開発部「行政改革懇話会」委員
平成17年 平成17年 国土交通省「交通政策審議会陸上交通分科会」臨時委員
平成17年 平成18年 茨城県企画部「百里飛行場利用促進懇話会」委員
平成17年 平成17年 経済産業省「集客交流サービス」選定審査委員、推進委員
平成18年 平成18年 経済産業省「サービス産業創出支援事業」審査委員、推進委員
平成17年 ～

国土交通省「宿泊産業活性化ビジネス戦略に関する調査検討委員会」委員

平成18年 平成18年 都市農山漁村交流j活性化機構「都市住民とグリーンツーリズムの行動を活性化させる新手法審査委員会」委員
平成18年 平成18年 国土交通省「半島らしい暮らし・産業創生調査応募企画審査委員会」委員
平成18年 平成18年 三重県農水商工部マーケティング室「三重ブランドアカデミー検討会」委員
平成18年 平成18年 兵庫県観光局「ひょうごツーリズムビジョン後期行動プログラムフォローアップ委員会」委員
平成18年 平成18年 農林水産省「都市と農村漁村の新たな共生・対流システムのあり方検討委員会」委員
平成18年 平成18年 新座市「観光都市づくり推進懇話会」委員
平成18年 平成18年 熱海市「観光未来プロジェクト」委員
平成18年 平成18年 健康サービス産業機構「観光・集客交流サービス分野公募案件」審査委員
平成18年 平成18年 近畿経産局「近畿における観光・集客サービス産業研究会」
平成18年 平成18年 国土交通省「長期滞在活動の新展開に着目した地域振興方策検討委員会」委員
平成18年 平成18年 近畿経産局「集客交流経営人材の在り方に関する調査研究事業」委員
平成19年 平成20年 三重県津市

観光・農業アドバイザー

平成19年 ～

宮崎県「観光審議会」委員

平成19年 ～

宮崎県「総合計画審議会」委員

平成19年 平成19年 国土交通省「離島地域観光交流促進委員会」委員
平成19年 平成22年 国土交通省「半島らしい暮らし・産業創生調査事業審査委員会」委員

平成22年よりアドバイザー

平成19年 平成21年 長野県「長野県観光振興審議会」審議委員
平成19年 平成20年 兵庫県「ひょうご経済・雇用再生加速会議（パートⅢ）」委員
平成19年 平成20年 兵庫県「兵庫県大型観光交流キャンペーン推進協議会」委員
平成19年 平成23年 農林水産省「食料・農業・農村政策審議会」審議委員
平成19年 平成22年 農林水産省「食料・農業・農村政策審議会」「企画部会」「甘味部会」委員
平成19年 平成22年 静岡県「静岡県文化政策審議会」審議委員
平成19年 平成19年 沖縄県「やんばる地域の国立公園に関する検討会員
平成19年 平成19年 沖縄県産業・雇用拡大県民運動推進本部
平成19年 ～

推進アドバイザー

内閣官房地域活性化総合事務局「地方の元気再生事業

地域活性化戦略チーム」委員

主な審議会、研究会委員
始

平成20年 ～

終

名前

栃木県「とちぎ食の回廊ブランド推進委員」委員

平成20年 平成22年 国土交通省「観光圏整備事業検討委員会委員」
平成20年 ～

国土交通省「観光圏整備事業検討委員会部会委員」

平成20年 平成21年 富山県観光振興戦略プラン策定会議
平成20年 平成20年 内閣官房地域活性化総合事務局

総理補佐官懇談会「地方の元気回復懇談会」

平成20年 平成20年 平良のみなと母性フォーラム委員
平成20年 平成20年 沖縄県産業雇用拡大県民推進本部「みんなでグッジョブ運動推進アドバイザー」
平成21年 平成21年 農林水産省「未来の農業の姿に関するアイディア」審査委員
平成20年 平成20年 栃木県「とちぎ食の回廊ブランド」推進委員
平成21年 平成21年 栃木県「とちぎ食の街道つくり」アドバイザー
平成21年 平成21年 経済産業省

中小企業庁

平成21年 平成22年 農林水産省

中山間地域等総合対策検討会

平成21年 平成22年 和歌山県

「中小企業政策審議会」臨時委員
委員

「観光審議会」審議委員

平成21年 平成21年 経済産業省

中小企業庁

「中小企業政策審議会」臨時委員

平成21年 ～

経済産業省「広域・総合観光集客サービス支援事業」審査委員

平成21年 ～

水産庁「離島漁業再生支援交付金制度検討会」委員

平成21年 平成22年 長崎県「農林水産審議会」審議委員
平成21年 平成23年 富山県「富山推奨とやまブランド委員会」委員
平成21年 平成26年 農林水産省「農林水産祭中央審査委員会」委員
平成22年 平成22年 広島県「海の構想策定委員」
平成22年 平成23年 経済産業省「クール・ジャパン」委員
平成22年 平成23年 新潟県「新潟県文化プラン策定検討委員会」委員
平成22年 平成22年 沖縄県「第5次沖縄県観光振興基本計画策定調査事業」アドバイザリー会議委員
平成22年 ～

総務省「地域自立人材育成」委員

平成22年 平成23年 内閣府

実践キャリアアップ制度「6次産業化人材WG」

平成22年 平成25年 高知県地域産業人材育成コーディネーター
平成21年 平成22年 高知県産業振興スーパーバイザー
平成23年 ～

総務省「過疎地域自立活性化優良事例表彰委員」

平成22年 ～

内閣府「6次産業化人材育成WG」

平成21年 平成28年 内閣府「沖縄県振興審議会」委員
平成21年 平成24年 長野県「長野県観光振興審議会」委員
平成21年 平成23年 沖縄県「沖縄振興審議会総合部会専門委員会」委員
平成21年 平成24年 和歌山県観光審議会委員
平成22年 平成22年 （株）アールピーアイ「地域来客・交流産業活性化支援事業」委員
平成22年 平成22年 農林水産省「食と地域の絆づくり」選定委員
平成22年 平成23年 総務省「人材力活性化研究会」構成員
平成22年 平成22年 長崎県「新・長崎県農政ビジョン策定委員」
平成22年 平成22年 網走市「全国大学生旅プランコンペin網走」審査委員
平成22年 平成23年 富山県総合計画審議会

専門委員

平成22年 平成22年 （株）ツーリズムマーケティング研究会「モニターツアーの造成によるニューツーリズムの推進に関する調査事業」モニターツアー選定委員会委員
平成22年 平成25年 国土交通省「観光圏整備・観光地域づくりプラットフォーム支援事業検討委員会」委員
平成23年 平成23年 （株）アールピーアイ「国土交通省都市地域整備局地方振興課半島振興室長受託業務」アドバイザー
平成22年 ～

農水省「中山間地域等直接支払制度等に関する第三者委員会」委員

平成23年 平成24年 福井県「経済新戦略推進本部会議本部員」
平成23年 平成33年 内閣府「総合特別区域評価・調査検討会」委員
平成22年 平成33年 内閣府「総合特別区域指定申請専門家評価」委員
平成23年 平成23年 元気とやま協働戦略検討会議特別委員
平成23年 平成24年 農水省「食と地域の絆づくり」選定委員
平成23年 平成25年 長崎県「ながさき農林業・農山村活性化計画」推進委員
平成23年 平成23年 日本交通公社

地域いきいき観光まちづくり事例集2011

平成23年 平成23年 経済産業省「地域・集客・交流産業・活性化支援事業評価委員」
平成23年 平成23年 富山県総合計画審議会活力部会
平成24年 平成24年 長野県観光振興審議会
平成24年 平成24年 「土佐まるごとビジネスアカデミー」事前面談高知県産業人材育成コーディネーターとして
平成24年 平成24年 富山県「新幹線戦略とやま県民会議」委員
平成24年 平成24年 高知県産学官連携人材育成事業（目指せ弥太郎商人塾）

戦略会議高知県産業人材育成コーディネーターとして

平成24年 平成30年 富山県推進とやまブランド育成・起用委員
平成27年 平成31年 国土交通省「国土審議会」特別委員
平成27年 平成27年 隠岐商工会「小規模事業者地域力活用新事業全国展開支援事業」推進委員
平成27年 平成27年 総務省「条件不利地域における日常生活機能確保に関する研究会」委員
平成27年 平成28年 富山県「首都圏情報発信拠点整備推進会議」委員
平成27年 平成31年 沖縄県「沖縄振興審議会」委員

主な審議会、研究会委員
始

終

名前

平成27年 平成27年 国土審議会「半島振興対策部会」特別委員
平成27年 平成27年 国土審議会「山村振興対策分科会」特別委員
平成28年 平成28年 国土審議会「計画推進部会」
平成28年 平成29年 国頭村

観光協会設立準備委員

平成28年 平成29年 富山県「あいの風とやま鉄道富山駅高架下開発検討委員会」委員
平成27年 平成31年 長崎県「新ながさき農林業・農山村活性化計画」推進委員
平成28年 ～

「地方公共団体金融機構経営審議委員会」委員

平成28年 平成30年 内閣官房「クール・ジャパン」委員
平成30年 平成30年 静岡県「地域が潤う直売先進モデル創出事業審査員会」委員
令和元年

令和元年

豊見城市「まち・ひと・しごと創生審議会」委員

