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議案第１号 

一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会会員規程について 

 

○ 提案の理由 

   一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会定款第１４条第１号の規定に基づき，総会 

の承認を得る必要があることから審議いただくもの 

 

 ⑴ 会員規程の概要 ※詳細は別紙１ 

入会 

基準 

＜第２条（入会手続き）＞ 

・入会者が成年被後見人又は被保佐人でない者であること。 

・入会者（法人の場合は，その役員）が暴力団，暴力団員又はこれらと密接な関 

 係を有する者でないこと。 

会費 

の額 

＜第３条（会費）＞ 

・正会員は，年会費１口１万円とし，２口以上とする。 

・賛助会員は，年会費１万円とする。 

※現行の宇都宮観光コンベンション協会（任意団体）の会費額を踏襲する。 
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一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会会員規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は，一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会（以下「協会」という。）の会

員に関し，定款に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

 

（入会手続） 

第２条 協会の会員になろうとする者は，入会申込書（様式第１号）により申込みをし，会長の

承認を得なければならない。 

２ 協会への入会の可否は，次に掲げる基準に従い会長が決定する。 

 ⑴ 入会者が成年被後見人又は被保佐人でない者であること。 

 ⑵ 入会者（法人の場合は，その役員）が暴力団員による不当な行為の防止等に関 

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団，同条第６号 

に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。 

３ 会長は，入会の可否を決定したときは，入会決定通知書（様式第２号）を入会者に通知する

ものとする。 

 

（会費） 

第３条 会費は，次のとおりとする。 

 ⑴ 正会員は，年会費１口１万円とし，２口以上とする。 

 ⑵ 賛助会員は，年会費１万円とする。 

２ 会員は，総会終了後定められた期日までに，会費を納入しなければならない。 

ただし，新規加入の場合は，入会と同時に会費を納入するものとする。 

３ 既納の会費は，返納しないものとする。 

 

（会費の納入方法） 

第４条 会費は，現金払又は口座振込の方法により納入しなければならない。 

 

（退会届） 

第５条 会員は，退会届（様式第３号）を会長に提出することにより，任意にいつでも退会する

ことができる。 

 

（変更届） 

第６条 会員は，入会申込書に記載した内容に変更が生じた場合には，速やかに変更届（様式第

４号）を会長に提出しなければならない。 

 

（委任） 

第７号 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，理事会の承認を得て会長が別に定める。 

 

   附 則 

この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

別紙１ 
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様式第１号 

 

入 会 申 込 書 

  

  年   月   日 

一般社団法人 

宇都宮観光コンベンション協会会長 様 

 

 貴協会の趣旨に賛同し，会員として入会を申し込みます。 

 

会員種別 
□ 正会員  ※正会員は，総会の議決権があります。 

□ 賛助会員 

氏名又は 

団体名 

 フリガナ 

 

指定代表者 

（役職・氏名） 

※正会員の場合，記載された方が議決権を行使する方となります。 

 フリガナ 

㊞ 

住 所 

 〒   － 

連絡先 電話 （    ） FAX （    ） 

E‐mail  

担当者 

（役職・氏名） 
 

会費の口数      口 
正会員として申し込みする場合のみ，ご記入ください 

１口１万円／２口以上 

◆特に退会届の提出がない場合は，次年度より自動継続更新となります。 
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様式第２号 

 

第    号 

 年   月   日 

 

 

 様 

 

 

入会決定通知書 

 

 

一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会 

会 長            ㊞ 

 

 

年  月  日付けで申し込みのあった貴殿（貴社）の本協会への入会 

 が認められましたので通知いたします。 

 

 

 （注）入会が認められなかった場合も本様式に準じて通知書を作成する。 
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様式第３号 

 

退 会 届 

 

  年   月   日 

一般社団法人 

宇都宮観光コンベンション協会会長 様 

 

 今般，下記の理由により貴協会を退会するのでお届けします。 

 

氏名又は 

団体名 

 フリガナ 

 

指定代表者 

（役職・氏名） 

 

                          ㊞ 

住 所 

 〒   － 

連絡先 電話 （    ） FAX （    ） 

退会理由  
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様式第４号 

 

変 更 届 

  

  年   月   日 

一般社団法人 

宇都宮観光コンベンション協会会長 様 

 

 入会申込書の内容に変更がありましたので，届出をします。 

 

 変 更 前 変 更 後 

氏名又は 

団体名 

フリガナ フリガナ 

  

指定代表者 

（役職・氏名） 

  

住 所 

  

電話番号 （   ） （   ） 

F A X番号 （   ） （   ） 

E‐mail   
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議案第２号 

一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会役員の報酬等に関する規程について 

 

○ 提案の理由 

   一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会定款第１４条第８号の規定に基づき，総会 

の承認を得る必要があることから審議いただくもの 

 

 ⑴ 役員の報酬等に関する規定の概要 ※詳細は別紙２ 

ア 常勤の理事に対する報酬 

項目 役員の報酬等に関する規程 

給料 

月額 

＜第４条（報酬の額）＞ 

協会職員を対象とする給与及び旅費規程に規定する管理職の給料の例により，支 

給する。 

管理職
手 当 

＜第４条（報酬の額）＞ 

給料月額の１００分の１８を支給する。 

その他 
手 当 

＜第４条（報酬の額）＞ 

協会職員を対象とする給与及び旅費規程に準じて，通勤手当等についても必要に 

応じて支給する。 

 

  イ 役員の費用弁償 

費用 

＜第６条（費用）＞ 

・役員が業務により出張する際は，協会給与及び旅費規程に準じて，旅費を支給 

 する。 
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一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会役員の報酬等に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は，一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会（以下「協会」という。）の

定款第２８条の規定に基づき，役員の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義等） 

第２条 この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところ 

による。 

 ⑴ 報酬とは，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第８９条で定める報酬， 

賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって，その名称の如何 

を問わず，費用とは明確に区分されるものをいう。 

 ⑵ 費用とは，職務の執行に伴い発生する交通費，旅費（宿泊費，日当を含む）及び 

手数料等の経費をいい，報酬とは明確に区分されるものをいう。 

 

（報酬の額） 

第４条 常勤の理事の報酬は，協会職員を対象とする給与及び旅費規程（以下「協会給与及び

旅費規程」という。）に規定する管理職の給料及び手当の例による。 

２ 前項の規定にかかわらず管理職手当の額は，給料月額に１００分の１８を乗じて得 

た額とする。 

３ 常勤の理事の退職にあたっては，退職手当を支給しない。 

 

（報酬の支給方法） 

第５条 報酬の支給日，支給方法並びに報酬より控除する額等に関する詳細は，協会給与及び

旅費規程に準ずるものとする。 

 

（費用） 

第６条 協会は，役員がその職務の遂行にあたって負担した費用については，これを請求のあ

った日から遅延なく支払うものとし，また前払いを要するものについては前もって支払うも

のとする。 

２ 前項の規定により支給する出張等に要する旅費の額は、協会給与及び旅費規程に準ずるも

のとする。 

 

（委任） 

第７条 この規程に定めるもののほか，必要な事項は，理事会の承認を得て会長が別に 

定める。 

 

附 則 

この規程は，令和４年４月１日から施行する。 

 

別紙２ 
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資   料 
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１ 一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会定款 

 

一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会 定款 

 

第 1 章 総則 

 

（名称） 

第１条 この法人は、一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会（英文名 UTSUNOMIYA 

CONVENTION & VISITORS BUREAU 略称 UCVB）と称する。 

 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を栃木県宇都宮市に置く。 

 

（目的） 

第３条 この法人は、宇都宮市及び栃木県内に有する自然環境及び文化的、社会的、経済

的特性を活かし、観光とＭＩＣＥの振興を図り、地域の総合的な発展を図る中核的観光

振興組織として、交流人口の拡大と地域経済の活性化に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 ⑴ 観光客の誘致及び受入 

 ⑵ ＭＩＣＥの誘致及び開催支援 

 ⑶ 観光イベントの実施及び支援 

 ⑷ 観光・ＭＩＣＥ都市宇都宮の広報・宣伝 

 ⑸ 観光及びＭＩＣＥの調査、企画及び開発 

 ⑹ 観光及びＭＩＣＥに関する情報の収集及び提供 

 ⑺ 観光及びＭＩＣＥに関する関係事業者等との連携 

 ⑻ 観光及びＭＩＣＥに関わる人材の育成及び啓発 

 ⑼ おもてなし事業の推進 

 ⑽ フィルムコミッション事業の推進 

 ⑾ 宇都宮市観光案内所の運営 

 ⑿ 旅行業法に基づく旅行業 

 ⒀ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

第２章 会員 

 

（種別） 

第５条 この法人の会員は次の２種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律（以下「一般法人法」という。）上の社員とする。 

 ⑴ 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 

 ⑵ 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体 
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（入会） 

第６条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書により申込みをし、会長の承認

を得なければならない。 

２ 会長は、総会で別に定める基準により、入会の可否を決定し、本人に通知するものと

する。 

３ 団体たる会員にあっては、団体の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する

者（１名に限る。以下「指定代表者」という。）を定め、会長に届け出なければならない。 

４ 指定代表者を変更した場合は、速やかに変更届を会長に提出しなければならない。 

 

（会費） 

第７条 会員は、総会終了後定められた期日までに、総会で別に定める会費を毎年度納入

しなければならない。ただし、新規加入の場合は、入会と同時に納入するものとする。 

２ 既納の会費は、返納しないものとする。 

 

（退会） 

第８条 会員は、退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することがで

きる。 

 

（除名） 

第９条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該

会員を除名することができる。 

 ⑴ この定款その他の規則に違反したとき 

 ⑵ この法人の名誉を毀損し又は目的に反する行為をしたとき 

 ⑶ その他除名すべき正当な事由があるとき 

２ 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の１週間前までに当

該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。 

３ 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならな 

い。 

 

（会員の資格喪失） 

第１０条 前２条の場合のほか、会員は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、

その資格を喪失する。 

⑴ 会費の納入が継続して２年以上なされなかったとき 

 ⑵ 総会員が同意したとき 

⑶ 当該会員が死亡、又は解散したとき 

 ⑷ この法人が解散したとき 

 

（権利の喪失） 

第１１条 前３条に該当する者は、会員としての一切の権利を失い、既に納入した会費そ

の他この法人の資産に対して、何等の請求をすることができない。 
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第３章 総会 

 

（種類） 

第１２条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

 

（構成） 

第１３条 総会は、正会員をもって構成する。 

２ 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。 

 

（権限） 

第１４条 総会は、次の事項について決議する。 

⑴ 入会の基準及び会費の額 

⑵ 会員の除名 

⑶ 理事及び監事の選任又は解任 

⑷ 理事及び監事の報酬等の額 

⑸ 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承 

 認 

⑹ 定款の変更 

⑺ 解散及び残余財産の処分 

⑻ その他総会で決議するものとして法令又は定款に定められた事項 

 

（開催） 

第１５条 通常総会は、一般法人法上の定時社員総会とし、毎事業年度終了後３か月以内

に開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

 ⑴ 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき 

 ⑵ 総正会員の議決権の３分の１以上の議決権を有する正会員から会議の目的である事 

項及び招集の理由を記載した書面により招集の請求があったとき 

 

（招集） 

第１６条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。 

２ 会長は、前条第２項の規定による請求があったときは、その日から６週間以内に臨時 

総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、開催日の２週間前までに招集通知を発しなければならない。 

 

（議長） 

第１７条 総会の議長は、会長がこれに当たる。 

 

（議決権） 

第１８条 総会における議決権は、正会員１名につき１個とする。 
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（決議） 

第１９条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した 

当該正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによ 

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が 

出席し、出席した当該正会員の議決権３分の２以上に当たる多数をもって行う。 

 ⑴ 会員の除名 

 ⑵ 監事の解任 

 ⑶ 定款の変更 

 ⑷ 解散 

 ⑸ その他法令で定められた事項 

 

（書面議決等） 

第２０条 総会に出席することができない正会員は、予め通知された事項について書面を 

もって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することが 

できる。この場合において、前条の規定の適用については、その正会員は総会に出席し 

たものとみなす。 

 

（議事録） 

第２１条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議長及び総会において選任された議事録署名人２名以上は、前項の議事録に記名押印

する。 

 

第４章 役員等 

 

（種類及び定数） 

第２２条 この法人に、次の役員を置く。 

 ⑴ 理事 ３名以上３０名以内 

 ⑵ 監事 ２名以内 

２ 理事のうち会長を１名、副会長を３名以内、常務理事を３名以内とする。 

３ 前項の会長をもって、一般法人法上の代表理事とする。 

４ 第２項の常務理事のうち常勤の理事をもって、一般法人法上の業務執行理事とする。 

 

（役員の選任） 

第２３条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。ただし、総会で必要と認めた

ときは、会員以外から理事及び監事を選任することができる。 

２ 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。 

３ 理事のうち、理事のいずれかの１名とその配偶者又は３親等内の親族その他法人税法

及び関係法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の３分の１を超えては

ならない。監事についても同様とする。 

４ 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 
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（理事の職務及び権限） 

第２４条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行

する。 

２ 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を総

理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があ

らかじめ指名した順序に従い、その職務を代行する。  

４ 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の常務を掌理する。 

５ 会長及び常勤の理事は、毎事業年度に４か月を超える間隔で２回以上、自己の職務の

執行状況を理事会に報告しなければならない。 

 

（監事の職務及び権限） 

第２５条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を

作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び

財産の状況の調査をすることができる。 

 

（役員の任期） 

第２６条 理事及び監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する通常総会の終結の時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任さ

れた理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

３ 理事又は監事については、再任を妨げない。 

４ 理事又は監事が第２２条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、任期の

満了又は辞任により退任した後も、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任する

まで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

 

（役員の解任） 

第２７条 役員は、総会の決議によって解任することができる。 

 

（役員の報酬等） 

第２８条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において別に定

める報酬等に関する規程に従って支給することができる。 

 

（損害賠償責任の免除） 

第２９条 この法人は、一般法人法第１１４条第１項の規定により、任務を怠ったことに

よる理事又は監事（理事又は監事であった者を含む。）の損害賠償責任は、法令に規定

する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。 

２ この法人は、一般法人法第１１５条第１項の規定により、理事又は監事との間で、任

務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、

当該契約に基づく責任の限度は、同法第１１３条で定める最低責任限度額とする。 
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（名誉会長及び顧問） 

第３０条 この法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。 

２ 名誉会長及び顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。 

３ 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。 

 

第５章 理事会 

 

（構成） 

第３１条 この法人に理事会を置く。 

２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

（権限） 

第３２条 理事会は、次の職務を行う。 

 ⑴ この法人の業務執行の決定 

 ⑵ 理事の職務の執行の監督 

 ⑶ 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職 

 ⑷ その他会長が必要と認めた事項 

 

（招集） 

第３３条 理事会は、会長が招集する。 

 

（議長） 

第３４条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

 

（決議） 

第３５条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半

数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般法人法第９６条の要件を満たしたときは、理事会の決

議があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第３６条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 

 

 第６章 専門委員会及び部会 

 

（専門委員会） 

第３７条 会長は、この法人の事業の円滑な運営を図るために必要と認めるときは、理事

会の議決を得て専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員は、理事会の同意を得て、役員、正会員及び賛助会員の中から会長が委嘱す

る。ただし、必要がある場合は、学識経験のある者の中から会長がこれを委嘱すること
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ができる。 

３ 専門委員会に関する必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。 

 

（部会） 

第３８条 会長は、会員相互の連携の強化及び事業の拡充を図るために必要と認めるとき

は、部会を置くことができる。 

２ 部会の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 第７章 財産及び会計 

 

（事業年度） 

第３９条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第４０条 この法人の事業計画及び収支予算については、会長が作成し、理事会の承認を

受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置く

ものとする。 

 

（事業報告及び決算） 

第４１条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類

を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て通常総会に提出し、第１号及び第２

号の書類についてはその内容を報告し、第３号から第５号までの書類については承認を

受けなければならない。 

 ⑴ 事業報告 

 ⑵ 事業報告の附属明細書 

 ⑶ 賃借対照表 

 ⑷ 損益計算書（正味財産増減計算書） 

 ⑸ 賃借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

２ 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に５年間備え置くものとする。 

３ 定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 

４ 賃借対照表は、通常総会の終結後遅延なく、公告しなければならない。 

 

（剰余金の不分配） 

第４２条 この法人は、剰余金の分配を行わない。 

 第８章 定款の変更及び解散 

 

（定款の変更） 

第４３条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 

 

（解散） 
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第４４条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

 

（残余財産の帰属） 

第４５条 この法人が精算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公

益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は

国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

  

第９章 公告の方法 

 

（公告） 

第４６条 この法人の公告は、電子公告による方法により行う。 

 

 第１０章 事務局 

 

（設置等） 

第４７条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局長及び所要の職員を 

置く。 

２ 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。 

３ 職員は、会長が任免する。 

４ 事務局の運営に関する事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 

 

第１１章 附則  

 

（最初の事業年度） 

第４８条 この法人の最初の事業年度は、この法人設立の日から令和５年３月３１日まで 

とする。  

 

（設立時理事及び監事）  

第４９条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は次のとおりとする。 

設立時理事   藤井昌一 酒井典久 福田治雄 吉田元 小関裕之 笹野賢治  

鈴木孝美 舟本肇 北上和博 中村英二 関本純一 濱田隆也  

齋藤高藏 阿部憓 石下光良 檜山昌彦 岸本卓也 鈴木峰雄  

黒内和男 小林博文 永吉準 清水和幸 黒本淳之介 池羽満  

三代浩嗣  

設立時代表理事 藤井昌一  

設立時監事   東 智徳 今井キヨ 

 

（設立時社員の氏名、住所）  

第５０条 この法人の設立時社員の氏名、住所は次のとおりである。  

住所 栃木県宇都宮市桜４丁目２０番３号 

氏名 藤井昌一 
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住所 栃木県宇都宮市泉町１番２２号 

氏名 福田治雄 

 

（法令の準拠）  

第５１条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他法令に従う。 

 

 以上、一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会設立のため、この定款を作成し、設

立時社員が次に記名押印する。 

  

令和４年３月２５日 

            

設立時社員  藤井昌一 

            

設立時社員  福田治雄 
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２ 一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会役員名簿    （令和４年４月１日現在） 

 団 体 ・ 役 職 名 氏  名 備 考 

名誉会長 宇都宮市長 佐藤 栄一  

顧  問 公益社団法人栃木県観光物産協会 会長 荻原 正寿  

〃 宇都宮市議会 議長 熊本 和夫  

会  長 宇都宮商工会議所 会頭 藤井 昌一  

副 会 長 宇都宮市 副市長 酒井 典久  

〃 宇都宮ホテル旅館協同組合 理事長 福田 治雄  

〃 関東自動車株式会社 代表取締役社長 吉田 元  

常務理事 宇都宮商工会議所 常務理事 小関 裕之  

〃 宇都宮市 経済部長 笹野 賢治  

〃 宇都宮観光コンベンション協会 ※業務執行理事（常勤） 鈴木 孝美  

理  事 宇都宮市議会 副議長 舟本 肇  

〃 株式会社ＪＴＢ宇都宮支店 支店長 北上 和博  

〃 近畿日本ツーリスト株式会社 宇都宮支店 支店長 中村 英二  

〃 東日本旅客鉄道株式会社宇都宮駅 駅長 関本 純一  

〃 宇都宮タクシー事業者協議会 会長 濱田 隆也  

〃 宇都宮市商店街連盟 会長 齋藤 高藏  

〃 宇都宮二荒山神社 宮司 阿部 憓  

〃 大谷石材協同組合 理事長 石下 光良  

〃 宇都宮市観光土産品協会 理事長 檜山 昌彦  

〃 株式会社下野新聞社 代表取締役社長 岸本 卓也  

〃 株式会社エフエム栃木 代表取締役社長 鈴木 峰雄  

〃 株式会社とちぎテレビ 代表取締役社長 黒内 和男  

〃 東日本電信電話株式会社栃木支店 支店長 小林 博文  

〃 公益社団法人 宇都宮青年会議所 理事長 永吉 準  

〃 株式会社足利銀行 代表取締役頭取 清水 和幸  

〃 株式会社栃木銀行 取締役頭取 黒本 淳之介  

〃 宇都宮市 経済部副参事（都市魅力・ＭＩＣＥ推進担当） 池羽 満  

〃 宇都宮市 経済部観光交流課 課長 三代 浩嗣  

監  事 宇都宮市 副市長 東 智徳  

〃 宇都宮商工会議所 女性部会長 今井 キヨ  
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３ 一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会会員名簿    （令和４年４月１日現在） 

No. 名          称 代表者職名 代表者氏名 

1 青源味噌（株） 代表取締役社長 青木  敬信 

2 （株）アオショー 代表取締役 青木  克介 

3 （株）アキモ 代表取締役 秋本  薫 

4 アサヒタクシー（株） 代表取締役 笠原  正人 

5 （有） 朝日屋本店 代表取締役 齋藤  隼人 

6 （株）足利銀行 代表取締役頭取 清水  和幸 

7 アパホテル宇都宮駅前 支配人 高間  幸貴 

8 荒牧観光りんご園 園長 荒牧  栄治 

9 アルファクラブ（株） 代表取締役会長 神田  成二 

10 （有）石川印刷所 代表取締役 金柿  説生 

11 （有）銀杏うさぎや 代表取締役 檜山  幹枝 

12 （株）井上総合印刷 代表取締役 井上  加容子 

13 （株）インフォ 代表取締役 渡邊  正浩 

14 （株）ヴォーグ 代表取締役 児玉  たけし 

15 （株）うさぎや商店 代表取締役 檜山  昌彦 

16 宇都宮カクテル倶楽部 代表幹事 武内  博 

17 （株）うつのみや観光 代表取締役 原  賢一 

18 宇都宮ｶﾝﾂﾘｰｸﾗﾌﾞ（（株）宇都宮ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ） 支配人 船越  謙 

19 宇都宮徽章製作所 代表 竹谷  明美 

20 宇都宮牛協会 会長 横松  久夫 

21 （協）宇都宮餃子会 代表理事 平塚  康 

22 宇都宮銀行会 専務理事 齋藤  隆 
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23 宇都宮市観光土産品協会 理事長 檜山  昌彦 

24 宇都宮市ゴルフ場支配人会 会長 渡邊  賢次 

25 宇都宮市商店街連盟 会長 齋藤  高藏 

26 宇都宮ジャズ協会 代表 鈴木  邦乙 

27 宇都宮ステーション開発（株） 代表取締役社長 浅利  貴志 

28 宇都宮ステーションホテル 代表取締役 店橋  宏尚 

29 公益社団法人宇都宮青年会議所 理事長 永吉  準 

30 宇都宮タクシー事業者協議会 会長 濱田  隆也 

31 宇都宮動物園 代表取締役 荒井  賢治 

32 宇都宮東武ホテルグランデ 総支配人 熊井  尚 

33 宇都宮東ホテル（（有）トライ） 代表取締役 北野  栄一 

34 宇都宮二荒山神社 宮司 阿部  憓 

35 宇都宮雷都物語メーカー協議会 会長 齋藤  公則 

36 宇都宮ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ（（有）ﾐﾂｶﾜ商事） 代表取締役 海老原  義則 

37 宇都宮ホテル旅館協同組合 理事長 福田  治雄 

38 エクスペリサス(株) 代表取締役 丸山  智義 

39 （株）エスパシオ 代表取締役 高瀬  成男 

40 （有）エネックス写真事務所 代表取締役 神山  康彦 

41 （株）エフエム栃木 代表取締役社長 鈴木  峰雄 

42 （株）大塚カラー 代表取締役 大塚  康弘 

43 大谷石産業（株）大谷石体験館 代表取締役 鈴木  一矢 

44 大谷寺 住職 高橋  敬忠 

45 大谷資料館 館長 大久保  恭利 

46 大谷石材協同組合 理事長 石下  光良 
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47 （株）お米ひろば 代表取締役 佐藤  千種 

48 カテル（有） 代表取締役 渡邉  博昭 

49 （有）KANEHON 代表取締役 高橋  卓 

50 環境整備（株） 代表取締役 辻中  昭彦 

51 関東自動車（株） 代表取締役社長 吉田  元 

52 関東ツアーサービス（株） 代表取締役社長 吉田  元 

53 北関東観光開発（株）(新宇都宮ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ) 代表取締役 佐藤  としえ 

54 北関東綜合警備保障（株） 代表取締役社長 青木  靖典 

55 （株）希望社ｳｨｰｸﾘｰ翔 宇都宮ﾎｽﾃﾙ 代表取締役 川瀬  浩子 

56 キャッスルシティホテル 代表取締役 鈴木  富士夫 

57 （株）kiyoshi berry 代表取締役 吉澤  聖 

58 （株）きらく 代表取締役 坂本  佳子 

59 キリンビール（株）栃木支店 支店長 内濱  嘉英 

60 近畿日本ツーリスト（株）宇都宮支店 支店長 中村  英二 

61 （有）倉谷製帽所 代表取締役 倉谷  昌良 

62 （株）ケイエムシー 代表取締役 仲代  順哉 

63 敬友自動車（株）（RVing JAPAN） 代表取締役 古舘  英朗 

64 （有）K・P・C・C 代表取締役社長 山邊  邁 

65 健康ランド南大門 代表取締役社長 金沢  太竜 

66 （株）五光 代表取締役 木内  久生 

67 護国会館 宮司 稲  寿 

68 税理士法人小林会計 代表社員 小林  恒夫 

69 サイクルスポーツマネージメント（株） 代表取締役社長 柿沼  章 

70 斎藤商事（株）（マスキン） 代表取締役 齋藤  高藏 
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71 （株）坂本電柱広告社 代表取締役 坂本  泰崇 

72 サトーカメラ（株） 代表取締役社長 佐藤  千秋 

73 （株）SANKI 代表取締役 金子  かつゑ 

74 SUNCUL（（株）FBS） 代表取締役 福永  仁 

75 サントリー酒類（株） 関東・甲信越支社 支社長 津田  麻子 

76 （有）サン保険事務所 代表取締役 又木  鉄心 

77 ジェイアールバス関東（株）宇都宮支店 支店長 坂本  将 

78 JR 東日本ホテルメッツ宇都宮 支配人 佐藤  洋志 

79 （株）ＪＴＢ宇都宮支店 支店長 北上  和博 

80 （株）下野新聞社 代表取締役社長 岸本  卓也 

81 しょう和（株） 代表取締役 須藤  和哉 

82 （株）新三 代表取締役 鈴木  郁夫 

83 （株）新朝プレス 代表取締役 橋本  大輔 

84 スーパーホテル宇都宮 支配人 亀田 

85 鈴運メンテック（株） 代表取締役社長 若月  裕之 

86 鈴木印刷（株） 代表取締役社長 鈴木  晴久 

87 スマイルホテル宇都宮東口 支配人 福田  信幸 

88 草月流宇都宮駅東教室 いけばな講師 
舘林  和枝 

（竹内  双芽） 

89 （株）創新 代表取締役 河内  保 

90 （有）存じやす 代表取締役 小林  有一 

91 （株）大高商事 代表取締役社長 伊原  修 

92 （株）太陽警備保障 代表取締役 高山  實 

93 ダイワロイネットホテル宇都宮 支配人 赤坂  晋 

94 （株）タカヤ商事 代表取締役社長 高田  普一 
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95 多気山持宝院 代表役員 伊東  永人 

96 チサンホテル宇都宮 ﾎﾃﾙｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾏﾈｰｼﾞ ｬｰ 内藤  英之 

97 東花ホテル（（有）東花製菓） 代表取締役 飯野  和利 

98 （有）東武  東武代行 代表取締役 板橋  勇二 

99 （株）東武宇都宮百貨店 取締役社長 守  徹 

100 東武鉄道（株） 取締役社長 根津  嘉澄 

101 東武トップツアーズ（株）宇都宮支店 支店長 飛知和  比呂志 

102 （株）東北博報堂 代表取締役社長 當麻  裕介 

103 東横イン宇都宮駅前Ⅰ 支配人 八木澤  幸代 

104 東横イン東武宇都宮駅西口 支配人 松本  恭子 

105 （株）栃木銀行 取締役頭取 黒本  淳之介 

106 公益社団法人栃木県観光物産協会 会長 荻原  正寿 

107 栃木県個人タクシー協会 会長 神山  和美 

108 栃木県酒造組合 会長 尾崎  宗範 

109 一般財団法人  栃木県青年会館 理事長 大嶋  茂 

110 栃木交通バス（株） 代表取締役 大荒  利之 

111 栃木信用金庫 宇都宮営業部長 柴崎  忠勝 

112 栃木総合企画研究所 代表 小森  一樹 

113 （株）とちぎテレビ 代表取締役社長 黒内  和男 

114 （株）栃木ブレックス 代表取締役社長 藤本 光正 

115 （株）栃木リビング新聞社 代表取締役社長 砂原  一隆 

116 凸版印刷(株)  宇都宮営業所 所長 藤枝  考 

117 （株）トヨタレンタリース栃木 代表取締役 新井  将能 

118 （有）ナイトウビジネス 代表取締役 内藤  義広 
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119 仲田総業（株） 代表取締役 仲田  陽介 

120 中村庵 代表 中村  邦彦 

121 西口ビル管理（株）（ﾗﾗ･ｽﾃｰｼﾞ事務局） 代表取締役 村上  龍也 

122 （株）日本旅行宇都宮支店 支店長 高橋  健一 

123 （有）割烹ニューみらく 代表取締役 森田  陽子 

124 （株）ノイプランニング 代表取締役 遠藤  勝久 

125 野里電気工業（株）東京事業本部 ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｼｽﾃﾑ部部長 山田  隆久 

126 パークプラザ宇都宮（東日本開発㈱） 支配人 片桐  雅樹 

127 （有）ハーモニー 代表取締役 横須賀  亮平 

128 （株）ハイクオリティ 代表取締社長 金  克彦 

129 （資）花久商店 代表社員 金子  昌郎 

130 （株）HAYAP 代表取締役 早川  雅之 

131 伴印刷（株） 代表取締役 伴  誠 

132 半田りんご園 代表 半田  光隆 

133 東日本電信電話（株）栃木支店 栃木支店長 小林  博文 

134 東日本旅客鉄道（株）宇都宮駅 駅長 関本  純一 

135 （有）ひかりオフィス 代表取締役 須藤  剛 

136 ビジネスホテルサンライズ 代表取締役 吉沢  孝 

137 ﾋﾙｽﾞｽｨｰﾂ宇都宮ﾌﾞﾘｰｽﾞﾃﾗｽ（㈱ﾃﾞｨｱｰｽﾞ･ﾌﾞﾚｲﾝ） 支配人 武田  亮 

138 （株）ファーマーズ・フォレスト 代表取締役 松本  謙 

139 ㈱ﾌｧｰﾑ･ｱﾝﾄﾞ･ﾌｧｰﾑ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 代表取締役 藤井  大介 

140 （株）ファンタスティックモーション 代表取締役 廣辻  栄作 

141 フィリップモリスジャパン合同会社 営業所長 迫  教洋 

142 ﾌｪｱﾌｨｰﾙﾄﾞ・ﾊﾞｲ･ﾏﾘｵｯﾄ・栃木宇都宮 支配人 稲見  英一 
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143 （株）フォーカス 代表取締役 寺澤  崇史 

144 （株）福田屋百貨店 代表取締役社長 福田  宏一 

145 （有）ふくべ洞 代表取締役 小川  昌信 

146 フタバ食品（株） 代表取締役社長 齋藤  貞大 

147 （有）フルーツパーク古賀志 代表 大柿  和美 

148 （株）ベルモール 代表取締役 鈴木  一雄 

149 ほたるの里  梵天の湯レストラン 代表取締役社長 岡  廣生 

150 ホテルアーバングレイス宇都宮 総支配人 南條  宏和 

151 HOTEL R9 The Yard  宇都宮中央 代表 山内  浩二 

152 ホテル・ザ・セントレ宇都宮 専務取締役 福田  治久 

153 ホテルサンシャイン 総支配人 助川  毅 

154 ホテルサンルート宇都宮（坂本商事㈱） 代表取締役 坂本  守弥 

155 ホテルサンロイヤル宇都宮 代表取締役 木村  相訓 

156 ホテルシーラックパル宇都宮 支配人 渡辺  香織 

157 ホテルセレクトイン宇都宮 店舗長 中居  侑太 

158 ホテルデル･ソル （（株）愛和企業） 代表取締役 浅野  昌枝 

159 （株）ホテルニューイタヤ 代表取締役社長 田嶋  恭子 

160 （株）ホテル東日本宇都宮 総支配人 田端  快健 

161 ホテルマイステイズ宇都宮 支配人 岡野  睦 

162 ホテル丸治 代表取締役 福田  治雄 

163 ホテルルートイン宇都宮御幸町 マネージャー 西澤  孝之 

164 （株）ホライズン 代表取締役 芦部  正 

165 （有）松廼家 代表取締役 齋藤  久美子 

166 （株）宮本印刷 代表取締役社長 宮本  隆昌 
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167 （株）村上 代表取締役 村上  龍也 

168 桃畑茶屋 代表 渡邊  嘉子 

169 矢野自動車（株） 代表取締役 矢野  愛子 

170 ヤマゼンコミュニケイションズ（株） 代表取締役 山本  征一郎 

171 （株）ユウケイ工業 代表取締役 梅田  賢一 

172 ﾕﾆｿﾞｲﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽ宇都宮（ﾕﾆｿﾞﾎﾃﾙ㈱） 支配人 礒田  康司 

173 （株）横倉本店 代表取締役社長 横倉  正一 

174 ヨシダ 代表 松澤  忠之 

175 リッチモンドホテル宇都宮駅前 総支配人 妹尾  元樹 

176 リッチモンドホテル宇都宮駅前アネックス 総支配人 妹尾  元樹 

177 （株）ロイアルフーズ 代表取締役社長 黒田  晃司 

178 （株）ロココ企画装飾 代表取締役 矢治  和之 

179 ROCKSIDE  MARKET 代表 高橋  智也 

180 （株）ワカヤマファーム 代表取締役 若山  太郎 
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４ 一般社団法人宇都宮観光コンベンション協会賛助会員名簿  （令和４年４月１日現在） 

No. 名          称 代表者職名 代表者氏名 

1 池上町商店街 会長 田中  弘一 

2 宇都宮オリオン通り商店街振興組合 理事長 長島  俊夫 

3 宇都宮ユニオン通り商店街振興組合 理事長 檜山  昌彦 

4 大谷商工観光協力会 会長 大久保  裕之 

5 オリオン通り曲師町商業協同組合 理事長 長谷川  正 

6 亀井の水保存会 会長 柳田  良一 

7 互運会 会長 田代  好孝 

8 ＪＲ宇都宮駅前商店街 会長 市村  耕三 

9 シンボルロード振興会 代表 今泉  知明 

10 大工町大通り商店街連盟 会長 坂本  明史 

11 中央通り商店会 会長 舘野  昌弘 

12 東武馬車道通り商店街振興組合 理事長 上野  すみ子 

13 栃木県飲食業生活衛生同業組合宇都宮大衆支部 支部長 田村  健一 

14 栃木県皐月会 会長 小島  章利 

15 馬場町通り商店街 会長 荒井  一郎 

16 日野町商店街振興組合 理事長 﨑尾  肇 

17 平出雷電神社観光協力会 会長 亀和田  武彦 

 


