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今治造船株式会社 株式会社伊予銀行 株式会社愛媛銀行

愛媛県信用農業協同組合連合会 愛媛信用金庫 西日本旅客鉄道株式会社

株式会社広島銀行 広島電鉄株式会社 株式会社フジ

株式会社もみじ銀行

浅川造船株式会社 一広株式会社 伊予鉄グループ

渦潮電機株式会社 西日本電信電話株式会社 株式会社NTTドコモ

一般社団法人愛媛県建設業協会
今治支部・松山支部 カゴメ株式会社 JAグループ広島

四国ガスグループ 四国通建株式会社 四国溶材株式会社

株式会社新来島どっく 大王製紙株式会社 太陽石油株式会社

中国電力株式会社 帝人株式会社 日本食研ホールディングス株式会社

檜垣造船株式会社 広島ガス株式会社 広島市信用組合

広島信用金庫 マツダ株式会社 農業生産法人有限会社脇製茶場

潮冷熱株式会社 住友グループ

株式会社中電工 協同組合広島総合卸センター 眞鍋造機株式会社

ユニ・チャーム株式会社 マルマストリグ株式会社 アサヒビール株式会社

株式会社アサムラサキ 伯方塩業株式会社 株式会社ますやみそ

ヤマト運輸株式会社 サントリービア&スピリッツ株式会社 ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社

住友金属鉱山(株)、住友化学(株)、住友重機械工業(株)
住友共同電力(株)、住友林業(株)、三井住友建設(株)

協賛企業

第3章 資料集

122



瀬戸内しま博覧会「瀬戸内しまのわ2014」実行委員会委員等名簿

委　員

監　事

副会長

会　長

役　職 氏　名 職　名

広島県会計管理者
　【糸山　幸一　H24.10～H25.3、大北　和幸　H25.4～H26.3】

天野　清彦

一般社団法人日本旅行業協会中四国支部愛媛地区委員会委員長
　【脇坂　勝　H24.10～H26.1】

秋　　秀利
愛媛県旅客船協会会長一色　昭造
愛媛県漁業協同組合連合会代表理事会長河野　義光

愛媛県農業協同組合中央会会長
　【林　正照　H24.10～H25.6】

梶谷　昭伸
愛媛県商工会連合会会長村上　友則

愛媛県商工会議所連合会会頭
　【白石　省三　H24.10～H25.11】

森田　浩治

四国運輸局長
　【丸山　研一　H24.10～H26.3】

澤山　健一
愛媛県離島振興協議会会長上村　俊之
上島町長上村　俊之
今治市長菅　　良二
松山市長野志　克仁

一般社団法人愛媛県観光物産協会会長佐伯　　要

愛媛県知事中村　時広
広島県知事湯﨑　英彦

一般社団法人広島県観光連盟会長深山　英樹

一般社団法人日本旅行業協会中四国支部長
　【岩穴口　一夫　H24.10～H25.3】

青木　尚二
広島県旅客船協会会長仁田　一郎
広島県漁業協同組合連合会代表理事会長山本　勇二

広島県農業協同組合中央会会長
　【村上　光雄　H24.10～H26.7】

香川 洋之助
広島県商工会連合会会長植田　賢治

中国運輸局長
　【小橋　雅明　H24.10～H25.7】

河田　守弘

広島県商工会議所連合会会頭深山　英樹

広島県離島振興協議会会長高田　幸典
大崎上島町長高田　幸典
江田島市長田中　達美
廿日市市長眞野　勝弘
東広島市長（H25.3～）藏田　義雄
福山市長（H25.2～）羽田  　皓
尾道市長平谷　祐宏

三原市長
　【五藤　康之　H24.11～H25.4】

天満　祥典

竹原市長
　【小坂　政司　H24.10～H26.1】

吉田　　基
呉市長小村　和年
広島市長（H25.7～）松井　一實

愛媛県会計管理者
　【三好　晶夫　H24.10～H25.3】

黒瀨　滿明
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瀬戸内しま博覧会「瀬戸内しまのわ2014」実行委員会  広島企画部会名簿

瀬戸内しま博覧会「瀬戸内しまのわ2014」実行委員会  愛媛企画部会名簿
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部会員

部会長

役　職 氏　名 職　名

森下　隆典

畑河内　真

問可　正道

鈴木 嘉一郎

渡邊　寛子

山根　広史

吉原　和喜

向井　直毅
神垣　　進
田村　直也

原田　英樹

大崎上島町産業観光課長
　【小笠原　要介（H24.11～H25.3）】

江田島市企画部企画振興課長
　【亀田　浩司（H24.11～H26.3）】

廿日市市環境産業部次長（兼）観光課長
　【廿日市市環境産業部観光課長　和田　徹（H24.11～H25.3）】

東広島市産業部商業観光課長
　【國廣　政和（H25.3～H26.3）】

福山市経済環境局経済部観光課長
　【浦部　真治（H25.2～H25.3）】

尾道市産業部観光課長
　【尾道市企画財務部政策企画課長　園田　学（H24.11～H25.3）、尾道市産業部観光課長　福原　信之介（H25.4～H26.3）】

三原市経済部次長兼観光課長
　【三原市政策企画部政策企画課長　山口　秀充（H24.11～H25.3）、藤井　宏道（H25.4～H26.3）】

竹原市建設産業部産業振興課主査兼商工観光室長
　【竹原市建設産業部産業振興課観光交流室長　堀信　正純（H24.11～H25.3）、國川　昭治（H25.4～H26.3）】

呉市産業部観光振興課長
広島市経済観光局観光政策部観光企画担当課長（H25.7～）

瀬戸内しまのわ2014実行委員会事務局総務企画課長
　【広島県商工労働局海の道プロジェクト・チーム担当課長　森永　智絵（H24.11～H25.3）】

部会員

部会長

役　職 氏　名 職　名

杉田　和房

織田　浩史

重松　佳久
脇　　義富
西部　知香
井手　克彦
中矢　章敬
田中　政利

佐伯 登志男

ＮＰＯ法人豊かな食の島岩城塾代表
（前）しまなみグリーンツーリズム推進協議会会長
ＮＰＯ法人今治ＮＰＯサポートセンター理事長
石崎汽船(株)常務取締役
まつやま里島ツーリズム連絡協議会会長

しまのわ2014推進監
　【愛媛県経済労働部管理局長　神野　一仁（H24.11～H25.3）、渡瀬　賢治（H25.4～H26.3）】

上島町総務部企画政策課長
　【村上　和彦（H24.11～H25.3）】

今治市産業部イベント交流推進課長補佐（兼）瀬戸内しまのわ推進室長
　【今治市産業部観光課長　白石　卓夫（Ｈ24.11～H25.3）】

松山市総合政策部坂の上の雲まちづくり担当部長付地域振興担当課長
　【松山市総合政策部企画政策課長　河合　洋二（Ｈ24.11～H25.3）、
　 松山市総合政策部坂の上の雲まちづくり担当部長付地域振興担当課長　中富　宣行（H25.4～H26.3）】
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事務局組織の変遷

【広島県】 【愛媛県】

班員（広域連携推進グループ）

事務局長補佐（海の道プロジェクト・チーム主幹）

事務局長（海の道プロジェクト・チーム担当課長）

実行委員会会長（知事）

総務班員（観光まちづくり係）

総務課主幹（観光物産課主幹）

総務課長（観光物産課長）

事務局長（管理局長）

事務総長（経済労働部長）

実行委員会会長（知事）

事業班（商工観光・労政係）

松山事務所長（商工観光室長）

事業班（商工観光係）

事業課長（商工観光室長）

副所長（総務県民室長）

今治事業所長（今治支局長）

H24.10.29～

【広島県】 【愛媛県】

総務班、広報誘客班、企画運営班

総務企画課長

プラットフォーム事務局長

実行委員会会長（知事）

総務・渉外Ｇ（瀬戸内しま博覧会グループ）

総務課主幹（観光物産課主幹）

総務課長（観光物産課長）

副本部長（管理局長）

愛媛県本部長（経済労働部長）

実行委員会会長（知事）

事業班（商工観光・労政係）

松山事務所長（商工観光室長）

事業班（商工観光係）

副本部長（商工観光室長）

今治現地本部長（今治支局長）

H25.4.1～

【広島県】 【愛媛県】

総務班、広報誘客班、企画運営班

総務企画課長　事業推進課長

プラットフォーム事務局長

実行委員会会長（知事）

総務・渉外Ｇ（瀬戸内しま博覧会グループ）

総務課主幹（観光物産課主幹）

総務課長（観光物産課長）

副本部長（しまのわ2014推進監、管理局長）

愛媛県本部長（経済労働部長）

実行委員会会長（知事）

事業班（商工観光・労政係）

松山事務所長（商工観光室長）

事業班（商工観光係）

事業課長（商工観光室主幹）

副本部長（商工観光室長）

今治現地本部長（今治支局長）

H26.4.1～

【広島県】 【愛媛県】

総務班、広報誘客班、企画運営班

総務企画課長

プラットフォーム事務局長

次長

実行委員会会長（知事）

総務・渉外Ｇ（瀬戸内しま博覧会グループ）

総務課主幹（観光物産課主幹）

総務課長（観光物産課長）

副本部長（管理局長）

愛媛県本部長（経済労働部長）

実行委員会会長（知事）

事業班（商工観光・労政係）

松山事務所長（商工観光室長）

事業班（商工観光係）

主幹（商工観光室主幹）

副本部長（商工観光室長）

今治現地本部長（今治支局長）

H25.11.1～ H25.12.1～
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24.10.29

24.11.16

24.12. 3

25. 2.19

25. 2.21

25. 3. 7

25. 3.26

25. 4. 1

25. 7. 1

25. 7. 8

25. 7.19

25. 7.27

25. 9.12

25.10. 9

25.10.20

25.10.28

25.10.31

25.11.22

25.11.23

25.12. 6

25.12.11

25.12.16

25.12.24

26. 1.14

26. 2. 4

26. 2. 7

26. 2.12

26. 2.21

26. 2.25

26. 3.12

26. 3.18

26. 3.20

26. 3.21

26. 3.22

26. 3.29

26. 3.30

瀬戸内しま博覧会（仮称）実行委員会設立総会・第1回実行委員会

佐藤真一氏プロデューサー就任

第1回広島企画部会、第1回愛媛企画部会（合同開催）

第2回広島企画部会

第2回愛媛企画部会

第3回広島企画部会

第4回広島企画部会、第3回愛媛企画部会（合同開催）

第2回実行委員会

プラットフォーム事務局、今治現地本部、松山事務所設置

第5回広島企画部会

全国知事会議でのＰＲ（松山市）

Facebookによる情報発信開始

「ピース・フィールド（ピース・アーチ・ひろしまプロジェクトのイベント）」でのＰＲ（～7月31日 広島市）

「ＪＡＴＡ旅博2013」でのＰＲ（～9月15日 東京都）

交通対策意見交換会（広島市）

サイクリングしまなみ2013（今治市）

第6回広島企画部会、第4回愛媛企画部会（合同開催）

公式ホームページによる情報発信開始

オープニング＆メインイベント発表記者会見

オープニング＆メインイベント発表後の街頭キャンペーン（広島市）

えひめ・まつやま産業まつり「すごいもの博2013」でのＰＲ（～11月24日 松山市）

年賀状イラストダウンロード開始

「瀬戸内しまのわ2014」開幕100日前イベント（広島市、松山市）

「まなみのりさ」「ひめキュンフルーツ缶」を「瀬戸内しまのわ応援隊」に任命

「瀬戸内しまのわ2014」民間企画イベント関係者交流会（今治市）

民間企画イベント発表記者会見

「瀬戸内しまのわ2014」ラッピング電車出発式（広島市）

「瀬戸内しまのわ2014」トラック宣伝隊出発式（広島市）

第7回広島企画部会、第5回愛媛企画部会（合同開催）

第3回実行委員会

広島・愛媛しまのわ交流会（尾道市）

ガイドブック（春）発行

「瀬戸内しまのわ2014」ラッピング電車出発式（松山市）

「瀬戸内しまのわ2014」首都圏記者発表会（東京都）

「友近」「アンガールズ」を「瀬戸内しまのわ2014応援隊長」に任命

瀬戸内ゴーランド（文庫）発行

瀬戸内しまのわ2014開幕

オープニングイベント　～記念式典・ウエルカムステージ・オープニング記念コンサート～（～3月22日 廿日市市）

しまあかり 宮島　～幻想　厳島物語～（～5月11日 廿日市市）

第2回広島みなとフェスタ　～みなとでつながる海と島と人～（～3月23日 広島市）

音戸の瀬戸 花まつり　～海峡を花でつなぐ～（～5月11日 呉市）

写真とコトバの展覧会「瀬戸内、島想い。」（～10月26日 広島市ほか）

チャーター船de“里島（りとう）めぐり”サイクリングin中島・興居島（松山市）

平成
24年度

平成
25年度

年度 年月日 内　容
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26. 4. 5

26. 4.11

26. 4.19

26. 4.24

26. 4.27

26. 4.29

26. 5. 9

26. 5.15

26. 5.24

26. 5.31

26. 6. 7

26. 6.14

26. 7.10

26. 7.19

26. 7.20

26. 7.27

26. 7.31

26. 8. 1

26. 8. 2

26. 8.10

26. 8.12

26. 8.13

26. 8.20

26. 8.30

26. 9.13

26. 9.27

26.10. 9

26.10.11

26.10.12

26.10.19

26.10.22

26.10.25

26.10.26

いわぎ桜まつり　～しまのわ カラオケグランプリ～（～4月6日 上島町）

しまのわさんマップ発行

しまのわ“まるごと”しまフェスタin三津浜・道後（～4月20日 松山市）

散歩散走in尾道　～サイクリング＆ウォーキングパラダイスおもいおもいの島めぐり～（～8月31日 尾道市、今治市）

オリジナル フレーム切手「瀬戸内しまのわ2014」の販売開始

チャーター船で行く！レッツ三海道　贅沢サイクリング（今治市ほか）

竜宮マーケットin内海町　～うつみ大漁まつり＆竜宮イカまつり～（5月3日～5月4日 福山市）

鞆の津 町並み 花めぐり　～華道流派の競演！～（～5月11日、5月16日～5月18日 福山市）

ガイドブック（夏）発行

バラ祭りよしうみ　～恋愛指数UP！島de婚トレ～（～5月25日 今治市）

江田島ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ 2014　～瀬戸内海から砲台山頂上へ～（～6月1日 江田島市）

しまなみ歌舞伎（市川海老蔵主演）（～6月8日 今治市）

あきつ 杜氏祭り　～広島杜氏の故郷！うまい日本酒で乾杯！～（～6月15日 東広島市）

しまのわカフェBOOK発行

サマーフェスタin広島（～8月31日 広島市）

とびしま海道 とっておきの星と海（～8月31日 呉市）

ぼくたち、わたしたちの夏休みin大崎上島　～船に乗って遊ぼう！学ぼう！瀬戸内の宝島～（～8月31日 大崎上島町）

三島水軍鶴姫まつり　～再現！鶴姫合戦歴史絵巻～（今治市）

水軍レース大会　～瀬戸内海賊物語 ラジオシンポジウムinみやくぼ～（今治市）

しまのわっ！マルシェ（マツダスタジアム（広島市））

中島キャンパーズパラダイス＆しまのわ冒険学校（～8月3日 松山市）

映写展示「瀬戸内のわたしの小さな祭りの記憶」（～9月7日 尾道市）（～10月26日 広島市）

かみじまふるさと夜市 ゆげの商船カレー発表記念！日本全国ご当地レトルトカレー博覧会（～8月3日 上島町）

サマーフェスタinかみうら　～甘崎城跡を目指せ！海上ウォーク～（今治市）

ガイドブック（秋）発行

はかた夏まつり　～夏・海・歌トーク＆ライブ～（今治市）

第8回広島企画部会

瀬戸内水軍まつりin尾道　～因島水軍スピリッツの継承～（尾道市）

広響しまのわコンサート　～海を越えて、故郷へのメッセージ～（尾道市）（8月31日 三原市）

釣り大会「サマ～うお～ズin中島＆クダコ」（～9月14日 松山市）

ＭＡＹＡ ＭＡＸＸプロデュース　～しまのわ学校 島のアトリエプロジェクトin大三島～（～10月19日 今治市）

現代アートとお茶の祭典in尾道　～芸術文化の共創～（～10月26日 尾道市）

しまのわ ご当地フェスティバルin今治（～9月28日 今治市）

しまのわ海賊フェスティバル（～10月19日 松山市、今治市）

しまのわっ！しまの宿BOOK発行

しおあかり 竹原　～塩と竹と灯りの幻想的な世界～（～10月26日 竹原市）

海軍グルメフェスタin呉（呉市）

しまのわ学校 文化祭in興居島　～長い長いしまのテーブル文化祭～（松山市）

よしうみ秋のバラフェスタ 瀬戸の花嫁 ローズウェディング（今治市）

ザ・しまのわ～ズBOOK発行

第11回 三原浮城まつり（～10月26日 三原市）

ファイナルシンポジウム（今治市）

クロージングイベント(～10月26日 今治市）

瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会「サイクリングしまなみ」（今治市、尾道市、上島町）

クロージングセレモニー（今治市）

平成
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