
平成２６年度秋期「緑の募金」ＪＲ駅前等県下一斉啓発活動計画表
(H26.8.20現在）

  9月1日（月）実施計画分
 協力
者      所　属　名 責任者名  人　数

7:50 名 副知事、県議会副議長、緑推理事長
　～ JR大津駅 森林政策課 杉本 27 関西アーバン銀行3名、滋賀銀行2名、淡海

森林クラブ1名、国際ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄ3名、ボラン
ティア団体2名、県林業協会1名,造林公社１

　8:40 琵琶湖環境部長、森林政策課５名、副知事
秘書、副議長秘書、緑化推進会3名

7:50 関西アーバン銀行1名、ヒマラヤン・グリーン
クラブ2名、森林インストラクター会1名

　～ JR膳所駅 森林政策課 櫻井 9 森林政策課4名、淡海森林クラブ１名
　8:40 　

7:30 　 滋賀銀行1名
　～ JR大津京駅 大津市 山下 5 大津市3名

8:30 　　　公園緑地 西部・南部森林整備事務所1名
7:20 　 草津市 草津市３名

　～ JR草津駅 公園緑地課 岩崎 8 関西アーバン銀行2名、滋賀銀行2名
8:30 西部・南部森林整備事務所１名

7:20 　 草津市 草津市６名
　～ JR南草津駅 公園緑地課 岩崎 7 西部・南部森林整備事務所１名

8:30 　
7:30 甲賀市 課長 甲賀市3名

　～ JR貴生川駅 林業振興課 山本 5 甲賀森林整備事務所2名
8:30

17:30 近江八幡市 緑の少年団2名､関西アーバン銀行2名
　～ JR近江八幡駅 農業振興課 村上 18 滋賀銀行２名､ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ2名

18:30 ､淡海森林クラブ2名､近江八幡市6名､
中部森林整備事務所2名
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9月２日（火）～１０月３１日（金）の実施計画分
 協力
者      所　属　名 責任者名  人　数

17:00 (株)平和堂 近江八幡市 名 滋賀銀行1名、関西アーバン銀行1名
　～ ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｰﾄ安土 産業振興課 中野 5 中部森林整備事務所1名

18:00 近江八幡市2名
7:30 米原市 関西アーバン銀行1名

9月3日 　～ JR米原駅西口 林務課 丸本 5 湖北森林整備事務所2名
8:30 米原市２名

9月3日 7:30 　 彦根市 関西アーバン銀行1名、滋賀銀行2名
　～ JR彦根駅西口 農林水産課 波多野 14 鳥居本生産森林組合2名、彦根市6名

8:30 　中部森林整備事務所3名
9月4日 7:30 　 八日市いきもの 関西アーバン銀行2名、滋賀銀行2名

　　　～ JR能登川駅 ふれあいの里 澤井 10 湖東信用金庫2名、東近江市2名
　 西口 中部森林整備事務所2名

９月上旬 14:00 竜王町 町緑化推進委員会１５名
～ ダイハツ工業

(株)竜王工場
産業振興課 中江 25 緑の少年団１０名

15:00
9月13日 9:30 　 近江八幡市 緑の少年団８名

　～ JR近江八幡駅 農業振興課 中野 13 緑の少年団指導員5名
10:30

9月20日 9:00 道の駅 甲良町 町職員5名
　～ 　～ せせらぎの里 産業課 中村 5

9月23日 12:00 こうら
9:00 長浜市 市職員８名

10月4日 ～ 豊公圓 森林整備課 杉江 8
16:00

14:00 フレンドマート 栗東市 栗東市2名
10月6日 ～ 栗東御園店 農林課 駒井 7 金勝小学校緑の少年団5名

15:00
14:00 スタ－ 栗東市 栗東市2名

10月7日 ～ 栗東安養寺店 農林課 駒井 7 治田東小学校緑の少年団5名
15:00

15:00 　 長浜市 　田根緑の少年団４名
　～ イオン長浜店 森林整備課 杉江 10 長浜市3名、湖北森林整備事務所3名

17:00
10月9日 15:00 (株)平和堂 長浜市 　余呉緑の少年団４名

　～ 　　木之本店 森林整備課 杉江 10 長浜市3名、湖北森林整備事務所3名
17:00 　

10月上旬 17:00 　 守山市 　守山市議会1名、関西アーバン銀行3名
　 　～ ららぽーと守山 建設管理課 山本 46 緑の少年団10名、ガールスカウト15団２０名

18:00 守山市8名、西部南部森林整備事務所１名
緑のもりやま」を創る会３名

10:00 　 湖南市 　緑の少年団30名
　～ 雨山文化運動

公園
農林振興課 井澤 36 緑の少年団役員3名、湖南市3名

12:00
10月19日 10:00 近江鉄道 多賀町 緑の少年団20名

～ 多賀大社駅前 産業環境課 木下 25 町職員5名
15:00

10月19日 14:00 ドラゴンハット 竜王町 町緑化推進委員会１５名
～ 産業振興課 中江 25 緑の少年団１０名
15:00

10月25日 10:00 日野町役場 日野町 氏郷まつり楽市楽座2014
10月26日 ～ 駐車場 農林課 吉澤 10 日野町林研グループ10名

　 15:00 　 　 　　
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