
海事観光の未来を考える

５． パネルディスカッション
　　「海事観光の魅力・ポテンシャルについて」
　　コーディネーター    ：  波潟　郁代　氏（（株）JTB 総合研究所　執行役員企画調査部長）
　　パネリスト：井手　雅夫　氏（熊本フェリー（株）　代表取締役社長）
　　　　　　　　内山　　興　氏（西日本旅客鉄道 ( 株 ) 営業本部（マーケティング戦略）課長）

　　　　　　　　家中　みほ子氏（(株 ) ぐるなび　インバウンド戦略グループリーダー）
　　　　　　　　杉山　裕二　氏（横須賀市文化スポーツ観光部企画課長）

　　　　　　　　木村　よし子　 （国土交通省海事局総務課企画室　課長補佐）

　１．開会挨拶：田端　浩  （観光庁長官）
　２．海事観光推進協議会立ち上げ報告
　３．基調講演「海事観光のすすめ」
　　　講 演 者：水嶋　智（国土交通省海事局長）
　４．プレゼンテーション
　　　■大型高速フェリー「ナッチャンworld」活用事例の紹介
　　　　黒鶴　圭二　氏（リベラ（株）企画室室長）
　　　■ヤマハマリンクラブ Sea-Style のご紹介
　　　　竹長　　潤　氏（ヤマハ発動機 ( 株 ) 渉外部 マリン渉外部長）

　　　■若者のレジャー需要創出プロジェクト「マジ☆部」の取組について
　　　　青木　理恵　氏
　　　■瀬戸内洋上都市ビジョン　　　
　　　　嶂南　達貴　氏（scheme verge( 株 ) 代表取締役）

（ ( 株 ) リクルートライフスタイル 
    じゃらんリサーチセンター「マジ☆部」担当）
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PROFILE

■黒鶴　圭二　氏
■プレゼンテーション

■パネルディスカッション「海事観光の魅力・ポテンシャルについて」

熊本県天草市生まれ。2003 年 3 月同志
社大学商学部卒。同年 4 月リベラ㈱入
社。  経理部、海外勤務、外航船舶営業部、
物流部門を経て 2015 年 4 月より現職。 

昭和 57 年ヤマハ発動機（株）入社
 平成 18 年同社ボート事業部マリンソフト
グループリーダーとしてマリンクラブシー
スタイルを企画立上げ。
平成 22 年同社ボート事業部国内営業部長
 平成 27 年より現職に至る。

2006 年に株式会社リクルートに転職､旅行情報
誌「じゃらん」編集部に配属。月刊誌やムック
シリーズの編集デスクを歴任､ア プリ「週刊じゃ
らん」の立ち上げなども経験。 「Ｊリーグ × 旅」
を定着させたいという強い想いから 2013 年に
「Ｊマジ！」を立ち上げ。現在は「Ｊマジ！」に
加え「ゴルマジ！」「海 マジ！」なども担当。 

東京大学工学部都市工学科卒業。自動運
転の社会受容性を研究、その成果を実サー
ビスで提供すべく会社化。まずは瀬戸内
のアート旅を充実させる、海陸空の
MaaS 連携による観光サービス Horai を推
進し、国交省「新モビリティサービス推
進事業」にも選抜。

　リベラ（株）企画室室長
■竹長　潤　氏

■青木　理恵　氏 ■嶂南　達貴　氏
(株 )リクルートライフスタイル 
じゃらんリサーチセンター「マジ☆部」担当 scheme verge( 株 ) 代表取締役

　　ヤマハ発動機 ( 株 ) 渉外部 マリン渉外部長

コーディネーター

■波潟　郁代　氏
　　ＪＴＢ総合研究所　執行役員企画調査部長
株式会社日本交通公社（ＪＴＢ）入社。支店長、
本社広報室長を経て、15 年から現職。同社のマー
ケティング、コミュニケーション戦略を担当する
傍ら、生活者行動や価値観を研究。自治体の観光
審議委員や地域活性化・まちづくり関連の法人組
織の委員などを経験。

1996 年西日本旅客鉄道株式会社入社。松江駅長、
松江支店長、営業本部観光開発担当課長を経て、
2019 年 6 月より 現職。 JR 西日本では、地域と一
緒に瀬戸内エリアの観光振興を目指す「せとうち
パレットプロジェクト」を推進。 2019 年 5 月に瀬戸
内エリアへの観光型高速クルーザーの導入を公表。 

1993 年 入庁。防災、保健・福祉、経済分
野を担当。2016 年 経済部観光企画課では、
観光を産業の柱とする「観光立市よこすか」
を目指すための「横須賀市観光立市推進基
本計画」策定に関わる。2019 年から現職。

2006 年入社。モバイルサイト企画や携帯会社・
企業アライアンス業務を経て 2015 年より社長の
戦略秘 書業務に従事。現在は観光インバウンド
に関連した官公庁との渉外業務を担当。執筆：
UNWTO・日本 観光振興協会共同調査事業「Report 
on Gastronomy Tourism: The Case of Japan」 

2004 年入省、2017 年 5 月より現職。海・船の魅
力を伝える「C to Sea プロジェクト」の立上げ
（2017 年夏）、「海事 観光の戦略的推進について」
のとりまとめ（2019 年 3 月）に従事。プライベー
トでもクルーズや島旅等で海事観光 を満喫中。 

1981 年 4 月　日本石油（株）入社（現在の JXTG）。
2014 年 12 月 ~  熊本フェリー（株）代表取締役社
長　現在に至る。
2008 年 5月　　日本旅客船協会理事・運営委員

パネリスト

■井手　雅夫　氏
　　熊本フェリー（株）代表取締役社長

パネリスト

■家中　みほ子　氏
　　(株 ) ぐるなび　インバウンド戦略グループリーダー

パネリスト

■木村　よし子
　　国土交通省海事局総務課企画室　課長補佐

パネリスト

■内山　興　氏
　　  西日本旅客鉄道(株) 営業本部（マーケティング戦略）課長

パネリスト

■杉山　裕二　氏
　　  横須賀市文化スポーツ観光部企画課長

■基調講演「海事観光のすすめ」略  歴 
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  智

さとる
 

生年月日：昭和３８年６月２８日生 

出 身 地：京都府 

最終学歴：東京大学法学部 

略 歴： 
昭和６１年 ４月 運輸省入省 

 平成 ４年１０月 運輸省航空局監理部総務課補佐官 

 平成 ７年 １月 海上交通局外航課補佐官 

 平成 ８年 ９月 運輸省航空局飛行場部新東京国際空港課整備推進調整官 

 平成１２年 ５月 外務省経済協力開発機構日本政府代表部一等書記官 

 平成１５年 １月 外務省経済協力開発機構日本政府代表部参事官 

 平成１５年 ６月 国土交通省大臣官房総務課企画官（併：海事局） 

 平成１６年 ４月 国土交通省大臣官房会計課企画官 

 平成１８年 ４月 国土交通省総合政策局観光経済課観光交通政策推進室長 

 平成１９年 ７月 国土交通省総合政策局観光資源課長 

 平成２０年１０月 国土交通省観光庁観光地域振興部観光資源課長 

 平成２１年 ７月 国土交通省大臣官房付（併：内閣官房内閣参事官（内閣総務官室）） 

 平成２３年１０月 国土交通省総合政策局公共交通政策部交通計画課長 

 平成２５年 ７月 国土交通省観光庁総務課長 

 平成２６年 ７月 国土交通省大臣官房総務課長 

 平成２７年 ７月 国土交通省大臣官房審議官（併：鉄道局） 

 平成２８年 ６月 国土交通省鉄道局次長 

 平成２９年 ７月 国土交通省観光庁次長 

 平成３０年 ７月 国土交通省海事局長（現職） 

講演者

■水嶋　智
　　国土交通省海事局　局長
昭和 61 年 4月　運輸省入省
観光庁総務課長、大臣官房総務課長、
観光庁次長を経て平成 30 年 7 月より
現職。海運・造船・船員等、海事分野
を担当。


