
 

第７２回全国植樹祭滋賀県実行委員会 設立趣旨 

 

滋賀県では、すべての県民が森林づくりに主体的に参画し、長期的な展望に立ち、

森林の持つ多面的機能が持続的に発揮されるよう、緑豊かな森林を守り育て、琵琶湖

と人々の暮らしを支えるかけがえのない滋賀の森林を健全な姿で未来に引き継ぐこと

を決意し、平成 16 年に「琵琶湖森林づくり条例」を施行しました。 

 

併せて、この条例の理念を実現するため、琵琶湖と人々の暮らしを支える森林づく

りの推進を基本方向とする「琵琶湖森林づくり基本計画」を策定し、これまで県民を

はじめ多様な主体とともに、森林・林業に関する様々な取組を展開してきました。 

 

また、平成 27 年に成立した「琵琶湖の保全及び再生に関する法律」では、琵琶湖が

「国民的資産」と位置づけられたところであり、平成 28 年３月にはこの法律に基づく

「琵琶湖保全再生計画」を策定し、琵琶湖とその水源となる森林を守り活かしていく

政策を本格的に進めていくこととしました。 

 

こうした中で、2021 年春に「第 72 回全国植樹祭」を本県で開催することは、極め

て意義深いものとなります。 

 

この「第 72 回全国植樹祭」では、本県の持つ豊かな自然や歴史・文化をはじめとす

る様々な魅力や、森林と琵琶湖とのつながりを活かした取組を全国に発信するととも

に、森林・林業や山村に対する意識醸成と県産材の利用促進、将来を見据えた持続可

能な森林づくりなど、県民が一丸となって森林を「守る」、「活かす」、「支える」本県

らしい取組を進めていく絶好の機会と捉え、滋賀ならではの特色ある有意義な大会と

します。 

 

「第 72 回全国植樹祭」の成功に向け準備を進めるため、幅広い関係機関、関係団体

の参画のもと、「第 72 回全国植樹祭滋賀県実行委員会」を設立します。 

 

平成 30 年７月５日   
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第７２回全国植樹祭滋賀県実行委員会会則（案） 

 
第１章 総 則 

（名 称） 
第１条 この会は、第 72 回全国植樹祭滋賀県実行委員会（以下「実行委員会」という。）と称す

る。 
 

（目 的） 

第２条 実行委員会は、第 72 回全国植樹祭（以下「全国植樹祭」という。）の開催を通じて、本

県の自然や歴史、文化など様々な魅力を全国に発信するとともに、私たちの暮らしを支える琵

琶湖とその水源となる森林を県民総ぐるみで守り、活かし、支えていく絶好の機会となるよう、

開催に必要な事業を行うことを目的とする。 
 

（事務所） 

第３条 実行委員会の事務所は、滋賀県大津市京町四丁目１番１号滋賀県庁内に置く。 
 

（事 業） 

第４条 実行委員会は、第２条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

(1) 全国植樹祭の運営に必要な企画および調整に関すること。 

(2) 関係する機関および団体との連絡調整等に関すること。 

(3) 全国植樹祭の式典行事、植樹行事およびこれらに係る整備に関すること。 

(4) 全国植樹祭の招待者等への案内、宿泊、輸送等に関すること。 

(5) 全国植樹祭に係る広報、協賛および各種募集に関すること。 

(6) その他、全国植樹祭の目的を達成するために必要な事業に関すること。 
 

第２章 組 織 

（構 成） 
第５条 実行委員会は、委員、監事および参与（以下「委員等」という。）で構成する。 
２ 委員等は、関係機関、関係団体および学識経験者等で組織し、別表１に掲げる役職にあるも

のをもって充てる。 
３ 実行委員会には、委員のうちから会長および副会長を置く。 
４ 会長は、滋賀県知事をもって充てる。 
５ 副会長は、滋賀県議会議長、甲賀市長、公益財団法人滋賀県緑化推進会理事長および滋賀県

副知事をもって充てる。 
 

（委員等の職務） 

第６条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した副会長が、そ

の職務を代理する。 
３ 委員は、この会則に従い議事の審議を行う。 
４ 監事は、会計の監査に当たる。 
５ 参与は、全国植樹祭の具体的な運営方法に関し、助言することができる。 
 

（委員等の任期） 

第７条 委員等の任期は、第 18 条の規定により実行委員会が解散する日までとする。 

資料２－２ 
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２ 委員等は、就任時におけるそれぞれの所属機関または団体の役職を離れたときは、その後任

者が前任者の残任期間を務めるものとする。 
３ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充することが

できる。 
 

（委員等の報酬） 

第８条 委員等への報酬については支給しないものとする。ただし、会長が必要と認めた場合に

は支給することができる。 
２ 前項ただし書きの規定により報酬を支給する場合には、滋賀県職員の例に準じて支給するこ

とができるものとする。 
 

第３章 会 議 

（会議の種類） 
第９条 実行委員会に係る会議は、総会、幹事会および専門委員会とする。 
 

（総 会） 

第 10 条 総会は、会長、副会長および委員（以下「実行委員」という。）ならびに監事および参

与をもって構成する。 
２ 総会は、会長が招集し、その議長となる。 
３ 総会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。 

(1) 会則の制定および改廃に関すること。 

(2) 全国植樹祭の企画および運営の基本的事項に関すること。 

(3) 事業計画、予算および決算に関すること。 

(4) 幹事会に委任する事項に関すること。 

(5) 専門委員会へ付託する事項に関すること。 

(6) その他全国植樹祭の開催に関して重要な事項に関すること。 

４ 総会は、実行委員の過半数の出席がなければ開会することができない。 
５ 総会の議事は、出席した実行委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 
６ 総会に出席できない実行委員は、あらかじめ通知された事項について代理人にその権限を委

任するか、または、書面を持って議決に加わることができる。この場合において、前２項の規

定の適用については、出席した実行委員とみなす。 
７ 会長は、必要があると認めるときは、総会に実行委員以外の者の出席を求め、意見を聴くこと

ができる。 
 

（会長の専決処分） 

第 11条 会長は、緊急を要し総会を招集することができないと認められる場合は、前条第３項各

号に掲げる事項について専決処分することができる。 
２ 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の総会にこれを報告しなければならな

い。 
 

（幹事会） 

第 12条 実行委員会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、幹事長、幹事（以下「幹事等」という。）をもって構成する。 
３ 幹事等は、関係機関および関係団体等で組織し、別表２に掲げる役職にある者をもって充て

る。 
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４ 幹事長は、滋賀県琵琶湖環境部長をもって充てる。 
５ 幹事会の会議は、幹事長が招集し、その議長となる。 
６ 幹事長に事故あるときは、幹事長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。 
７ 第７条および第８条の規定は、幹事会において準用する。この場合において、「委員等」とあ

るのは「幹事等」と読み替えるものとする。 
８ 幹事会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。 

(1) 総会に付議すべき事項に関すること。 
(2) 総会から委任された事項に関すること。 
(3) 緊急に審議し、決定することが必要な事項に関すること。 
(4) 第 10 条第３項各号に掲げる事項以外で、全国植樹祭の実施に関して必要な事項に関する

こと。 
(5) その他会長が必要と認める事項に関すること。 

９ 幹事会は、前項第１号、第２号、第３号および第５号に掲げる事項を審議し、決定したとき

は、次の総会にこれを報告しなければならない。 
10 第 10 条第４項から第６項までの規定は、幹事会の会議において準用する。この場合において

「総会」とあるのは「幹事会」に、「実行委員」とあるのは「幹事等」にそれぞれ読み替えるも

のとする。 
11 前 10 項に定めるもののほか、幹事会に必要な事項は、会長が別に定める。 
 

（専門委員会） 

第 13条 実行委員会に専門委員会を置くことができる。 

２ 専門委員会は、専門委員長および専門委員（以下「専門委員等」という。）をもって構成する。 
３ 専門委員等は、関係機関、関係団体および学識経験者等で組織し、会長が委嘱する。 
４ 専門委員等の任期は、会長が定める。 
５ 専門委員会は専門委員長が招集し、その議長となる。 
６ 専門委員会は、総会から付託された専門的事項について調査および審議する。 
７ 専門委員会は、前項に掲げる事項について会長に報告する。 
８ 前７項に定めるもののほか、専門委員会に必要な事項は、会長が別に定める。 
 

第４章 事務局 

（事務局） 
第 14 条 実行委員会の事務を処理するために、第 72 回全国植樹祭滋賀県実行委員会事務局（以

下「事務局」という。）を滋賀県琵琶湖環境部内に置く。 
２ 事務局に、事務局長および事務局員を置く。 
３ 事務局は、別表３に掲げる職にある者をもって充てる。 
４ 事務局の組織および運営に関して必要な事項は、この会則に定めるもののほか、会長が別に

定める。 
 

第５章 経費および会計 

（経 費） 
第 15条 実行委員会の事業に必要な経費は、負担金、協賛金およびその他の収入をもって充てる。 
 

（事業計画、予算および決算） 

第 16条 実行委員会の事業計画および収支予算は事務局長が編成し、総会の承認を得なくてはな

らない。 
２ 実行委員会の収支決算は事務局長が作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければな
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らない。 
 

（会計年度） 

第 17条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月 31 日に終わる。 

２ 実行委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定めるもののほか、滋賀県の財務に関す

る規程等に準ずるものとする。 
 

第６章 解 散 

（解 散） 
第 18条 実行委員会は、第２条の目的が達成されたときには、総会の議決をもって解散するもの

とする。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、滋賀県に帰属するものとする。 

 
第７章 補 則 

（補 則） 
第 19条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。 
 

付 則 
１ この会則は、平成 30年７月５日から施行する。 
２ 実行委員会設立当初の会計年度は、第 17条の規定にかかわらず、実行委員会の設立の日から

平成 31 年３月 31 日までとする。 
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別表１（第５条関係）【実行委員会】 
職名 区分 所属 役職 

会 長 県関係 滋賀県 知事 
副会長 県議会関係 滋賀県議会 議長 

市町関係 甲賀市 市長 
森林・林業関係団体 公益財団法人滋賀県緑化推進会 理事長 
県関係 滋賀県 副知事 

委 員 県議会関係 滋賀県議会環境・農水常任委員会 委員長 
国関係 林野庁近畿中国森林管理局滋賀森林管理署 署長 

国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所 所長 
環境省近畿地方環境事務所 所長 

市町関係 滋賀県市長会 会長 
滋賀県町村会 会長 
滋賀県市議会議長会 会長 
滋賀県町村議会議長会 会長 

学識経験者 滋賀県立大学環境科学部 教授 
びわこ成蹊スポーツ大学 教授 

森林・林業関係団体 滋賀県林業協会 会長 
滋賀県森林組合連合会 代表理事会長 
滋賀県木材協会 会長 
滋賀県山林種苗協同組合 代表理事 
滋賀県林業研究グループ連絡協議会 会長 
一般社団法人滋賀県造林公社 副理事長 
淡海森林クラブ 代表 

各種団体 
農業・漁業 

滋賀県農業協同組合中央会 会長 
滋賀県漁業協同組合連合会 代表理事会長 
滋賀県河川漁業協同組合連合会 代表理事会長 

産業・経済 
観光 

滋賀県商工会議所連合会 会長 
滋賀県商工会連合会 会長 
滋賀県中小企業団体中央会 会長 
滋賀経済同友会 代表幹事 
一般社団法人滋賀経済産業協会 会長 
公益社団法人びわこビジターズビューロー 会長 

 建築・建設 公益社団法人滋賀県建築士会 会長 
一般社団法人滋賀県建設業協会 会長 

 宿泊・輸送 滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合 理事長 
一般社団法人日本旅行業協会西日本支部滋賀地区委員会 委員長 
一般社団法人全国旅行業協会滋賀県支部 支部長 
一般社団法人滋賀県旅行業協会 会長 

西日本旅客鉄道株式会社 
執行役員近畿統括本部 

京都支社長 

東海旅客鉄道株式会社 執行役員関西支社長 

一般社団法人滋賀県バス協会 会長 
一般社団法人滋賀県タクシー協会 会長 
一般社団法人滋賀県トラック協会 会長 
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  近江鉄道株式会社 代表取締役社長 
京阪電気鉄道株式会社大津営業部 部長 
信楽高原鐵道株式会社 代表取締役社長 
琵琶湖汽船株式会社 代表取締役社長 

女性・福祉 

 教育 

滋賀県地域女性団体連合会 会長 
滋賀県社会福祉協議会 会長 
日本ボーイスカウト滋賀連盟 連盟長 
一般社団法人ガールスカウト滋賀県連盟 連盟長 
滋賀県小学校長会 会長 
滋賀県中学校長会 会長 
滋賀県高等学校長協会 会長 
滋賀県私立中学高等学校連合会 会長 
滋賀県特別支援学校長会 会長 

県関係 滋賀県総合政策部 部長 
滋賀県総務部 部長 
滋賀県県民生活部 部長 
滋賀県琵琶湖環境部 部長 
滋賀県健康医療福祉部 部長 
滋賀県商工観光労働部 部長 
滋賀県農政水産部 部長 
滋賀県土木交通部 部長 
滋賀県教育委員会 教育長 
滋賀県警察本部 本部長 
滋賀県甲賀森林整備事務所 所長 

委 員 ６６名 

監 事 市町関係 甲賀市 会計管理者 
県関係 滋賀県 会計管理者 

監 事  ２名 

参 与 報道関係 株式会社朝日新聞社大津総局 総局長 

株式会社毎日新聞社大津支局 支局長 

株式会社読売新聞社大阪本社大津支局 支局長 

株式会社産業経済新聞社大津支局 支局長 

株式会社中日新聞社大津支局 支局長 

株式会社京都新聞社滋賀本社 代表 

株式会社日本経済新聞社大津支局 支局長 

一般社団法人共同通信社大津支局 支局長 

株式会社時事通信社大津支局 支局長 

日本放送協会大津放送局 局長 

株式会社京都放送滋賀支社 支社長 

びわ湖放送株式会社常務取締役放送管理局 局長 

株式会社エフエム滋賀 代表取締役社長 

参 与 １３名 

総 数 ８１名 
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別表２（第 12条関係）【実行委員会幹事会】 
職名 区分 所属 役職 

幹事長 県関係 滋賀県琵琶湖環境部 部長 
幹 事 国関係 林野庁近畿中国森林管理局滋賀森林管理署 次長 

市町関係 甲賀市産業経済部 部長 
滋賀県市長会 事務局長 
滋賀県町村会 事務局長 

森林・林業関係団体 公益財団法人滋賀県緑化推進会 常務理事 
滋賀県林業協会 常務理事 
滋賀県森林組合連合会 理事参事 
滋賀県木材協会 専務理事 
滋賀県山林種苗協同組合 代表理事 

各種団体 
産業・観光 

滋賀県商工会議所連合会 専務理事 
公益社団法人びわこビジターズビューロー 専務理事 

県関係 滋賀県総合政策部広報課 課長 
滋賀県総務部人事課 課長 
滋賀県琵琶湖環境部森林政策課 課長 
滋賀県商工観光労働部観光交流局 副局長兼観光政策室長 

滋賀県教育委員会事務局幼小中教育課 課長 
滋賀県警察本部警備部警備第二課 課長 
滋賀県甲賀森林整備事務所 所長 

幹事 １９名 

 
 
別表３（第 14条関係）【実行委員会事務局】 

職名 所属 役職 

事務局長 滋賀県琵琶湖環境部森林政策課 課長 
事務局員 滋賀県琵琶湖環境部森林政策課 課員 
 



第72回全国植樹祭滋賀県実行委員会　構成員名簿（案）

会則　別表１（第５条関係）【実行委員会】 （敬称略）

職名 区分 所属 役職 氏 名 備考

会 長 県関係 滋賀県 知事 三日月　大造

副会長 県議会関係 滋賀県議会 議長 川島　隆二

市町関係 甲賀市 市長 岩永　裕貴

森林・林業関係団体 公益財団法人滋賀県緑化推進会 理事長 北　幸二

県関係 滋賀県 副知事 西嶋　栄治

委 員 県議会関係 滋賀県議会環境・農水常任委員会 委員長 竹村　健

国関係 林野庁近畿中国森林管理局滋賀森林管理署 署長 石上　公彦

国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所 所長 水草　浩一

環境省近畿地方環境事務所 所長 河本　晃利

市町関係 滋賀県市長会 会長 山仲　善彰 野洲市長

滋賀県町村会 会長 伊藤　定勉 豊郷町長

滋賀県市議会議長会 会長 中野　治郎 大津市議会議長

滋賀県町村議会議長会 会長 杉浦　和人 日野町議会議長

学識経験者 滋賀県立大学環境科学部 教授 高橋　卓也

びわこ成蹊スポーツ大学 教授 西野　麻知子

森林・林業関係団体 滋賀県林業協会 会長 福井　正明 高島市長

滋賀県森林組合連合会 代表理事会長 石谷　八郎

滋賀県木材協会 会長 髙橋　文夫

滋賀県山林種苗協同組合 代表理事 宮城　定右衞門

滋賀県林業研究グループ連絡協議会 会長 前田　康弘

一般社団法人滋賀県造林公社 副理事長 櫻井　悟

淡海森林クラブ 代表 鈴木　覺造

滋賀県農業協同組合中央会 会長 石部　和美

滋賀県漁業協同組合連合会 代表理事会長 望月　幸三

滋賀県河川漁業協同組合連合会 代表理事会長 神田　泰男

滋賀県商工会議所連合会 会長 大道　良夫

滋賀県商工会連合会 会長 清水　憲

滋賀県中小企業団体中央会 会長 北村　嘉英

滋賀経済同友会 代表幹事 大日　常男

一般社団法人滋賀経済産業協会 会長 井門　一美

公益社団法人びわこビジターズビューロー 会長 佐藤　良治

　建築・建設 公益社団法人滋賀県建築士会 会長 山本　勝義

一般社団法人滋賀県建設業協会 会長 桑原　勝良

　宿泊・輸送 滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合 理事長 山本　清藏

一般社団法人日本旅行業協会西日本支部滋賀地区委員会 委員長 人見　昌宏

一般社団法人全国旅行業協会滋賀県支部 支部長 中河　茂

一般社団法人滋賀県旅行業協会 会長 中河　茂

一般社団法人滋賀県バス協会 会長 喜多村　樹美男

一般社団法人滋賀県タクシー協会 会長 田畑　太郎

一般社団法人滋賀県トラック協会 会長 田中　亨

西日本旅客鉄道株式会社
執行役員近畿統括本部
京都支社長

三輪　正稔

東海旅客鉄道株式会社 執行役員関西支社長 松嵜　道洋

各種団体
　農業・漁業

　産業・経済
　観光

資料２－３



第72回全国植樹祭滋賀県実行委員会　構成員名簿（案）

会則　別表１（第５条関係）【実行委員会】 （敬称略）

職名 区分 所属 役職 氏 名 備考

資料２－３

委 員 近江鉄道株式会社 代表取締役社長 喜多村　樹美男

京阪電気鉄道株式会社大津営業部 部長 福井　弘高

信楽高原鐵道株式会社 代表取締役社長 正木　仙治郎

琵琶湖汽船株式会社 代表取締役社長 川戸　良幸

滋賀県地域女性団体連合会 会長 鵜飼　淳子

社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 会長 渡邉　光春

日本ボーイスカウト滋賀連盟 連盟長 三日月　大造 滋賀県知事

一般社団法人ガールスカウト滋賀県連盟 連盟長 菊池　孝子

滋賀県小学校長会 会長 宮居　伝 能登川南小学校長

滋賀県中学校長会 会長 織田　恭淳 長浜市立北中学校長

滋賀県高等学校長協会 会長 大田　祥登 東大津高等学校長

滋賀県私立中学高等学校連合会 会長 松村　実 比叡山中学校長

滋賀県特別支援学校長会 会長 安藤　清代 草津養護学校長

県関係 滋賀県総合政策部 部長 福永　忠克

滋賀県総務部 部長 藤本　武司

滋賀県県民生活部 部長 浅見　孝円

滋賀県琵琶湖環境部 部長 廣脇　正機

滋賀県健康医療福祉部 部長 川﨑　辰己

滋賀県商工観光労働部 部長 江島　宏治

滋賀県農政水産部 部長 髙橋　滝治郎

滋賀県土木交通部 部長 池口　正晃

滋賀県教育委員会 教育長 青木　洋

滋賀県警察本部 本部長 鎌田　徹郎

滋賀県甲賀森林整備事務所 所長 橋本　善徳

監 事 市町関係 甲賀市 会計管理者 片岡　優子

県関係 滋賀県 会計管理者 青木　幸一

参 与 報道関係 株式会社朝日新聞社大津総局 総局長 勝部　真一

株式会社毎日新聞社大津支局 支局長 濱　弘明

株式会社読売新聞社大阪本社大津支局 支局長 石田　政司

株式会社産業経済新聞社大津支局 支局長 山口　淳也

株式会社中日新聞社大津支局 支局長 嶋津　栄之

株式会社京都新聞社滋賀本社 代表 藤田　治久

株式会社日本経済新聞社大津支局 支局長 橋立　敬生

一般社団法人共同通信社大津支局 支局長 三枝　正道

株式会社時事通信社大津支局 支局長 寺沢　健之

日本放送協会大津放送局 局長 丘　信行

株式会社京都放送滋賀支社 支社長 堀士　昌哉

びわ湖放送株式会社
常務取締役
放送管理局長

大杉　成聖

株式会社エフエム滋賀 代表取締役社長 二反田　隆治

　女性・福祉
　教育



第72回全国植樹祭滋賀県実行委員会　構成員名簿（案）

会則　別表２（第12条関係）【実行委員会　幹事会】 （敬称略）

職名 区分 所属 役職 氏　名 備　考

幹事長 県関係 滋賀県琵琶湖環境部 部長 廣脇　正機

幹 事 国関係 林野庁近畿中国森林管理局滋賀森林管理署 次長 下崎　博文

市町関係 甲賀市産業経済部 部長 中島　昭彦

滋賀県市長会 事務局長 北川　義治

滋賀県町村会 事務局長 福永　亮順

森林・林業関係団体 公益財団法人滋賀県緑化推進会 常務理事 神田　信行

滋賀県林業協会 常務理事 松山　誠一

滋賀県森林組合連合会 理事参事 小嶋　喜一

滋賀県木材協会 専務理事 中嶋　英明

滋賀県山林種苗協同組合 代表理事 宮城　定右衞門

各種団体 滋賀県商工会議所連合会 専務理事 谷口　孝男

　産業・観光 公益財団法人びわこビジターズビューロー 専務理事 西川　直治

県関係 滋賀県総合政策部広報課 課長 藤原　久美子

滋賀県総務部人事課 課長 中村　守

滋賀県商工観光労働部観光交流局
副局長兼
観光政策室長

松田　千春

滋賀県琵琶湖環境部森林政策課 課長 廣瀬　正明

滋賀県教育委員会幼小中教育課 課長 辻本　長一

滋賀県警察本部警備部警備第二課 課長 國松　政昭

滋賀県甲賀森林整備事務所 所長 橋本　善徳



第７２回全国植樹祭 推進体制（案）i 

共 催

資料２－４

公益社団法人 国土緑化推進機構

滋 賀 県

第７２回全国植樹祭滋賀県実行委員会

【実行委員会（総会）】
◆構成員 ８１名

会 長：知事

副会長：県議会議長、甲賀市長

県緑化推進会理事長、副知事

委 員：県議会、国、市町関係、県関係、

学識経験者、森林・林業関係団体、

各種団体（農業・漁業、産業・経済

・観光、建築・建設、宿泊・輸送、

女性・福祉・教育）

監 事：県および甲賀市会計管理者

参 与：県内報道機関

◆主な役割

全国植樹祭にかかる事項の審議

＜審議事項＞

○会則の制定および改廃

○企画および運営の基本的事項

○事業計画、予算および決算

○基本計画、実施計画の作成 等

（基本計画の内容）

１ 開催概要

２ 式典行事計画

３ 植樹行事計画

４ 会場整備計画

５ 運営計画

６ 宿泊・輸送計画

７ 荒天時計画

８ 記念事業等計画 等

【幹事会】
◆構成員 １９名

幹事長：琵琶湖環境部長

幹 事：国、市町関係、県関係、

森林・林業関係団体、

各種団体（産業・観光）

◆主な役割

総会に付議すべき事項および

総会から委任された事項の

審議、決定 等

【専門委員会】
◆構成員 各委員会５名程度

有識者および関係団体等

◆主な役割

専門的事項にかかる調査・審議

＜調査・審議事項＞

○式典行事にかかる演出・内容

等の検討

○植樹行事にかかる会場および

樹種の選定

○大会テーマ、シンボルマークの

募集および審査・選定

連携・情報共有

事前審議

委任

付議

報告

報告

付託

＜検討事項＞ ○開催県の決定 ：2018年8月（理事会）

○開催地の決定 ：2018年秋頃（現地視察）

○基本計画の承認 ：2020年2月（特別委員会）

○実施計画の承認 ：2021年2月（特別委員会）



第７２回全国植樹祭滋賀県実行委員会（総会）の進め方について 

 

○ 実行委員会（総会）の役割〔会則第 10 条第３項〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 実行委員会（総会）の開催頻度 ： 年に２回程度（７月頃、１～２月頃） 

 

○ 実行委員会（総会）の開催スケジュール（案） 

会議日程 会議内容（報告、審議、決定事項等） 

【設立総会】 

（第１回総会） 

2018 年 7月 5日 

１ 実行委員会の設立について 

２ 2018 年度事業計画（案）および収支予算（案）について 

３ 専門委員会への付託事項について 

【第２回総会】 

2019 年 2月頃 

１ 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 

２ 2019 年度事業計画（案）および収支予算見込み（案）について 

３ 基本計画（素案）について 

（式典計画、植樹計画、大会テーマ・シンボルマーク等） 

【第３回総会】 

2019 年 7月頃 

１ 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 

２ 2018 年度事業報告および収支決算について 

３ 基本計画（中間案）について 

（会場整備計画、運営計画、宿泊・輸送計画等） 

４ 開催候補日の選定について 

【第４回総会】 

2020 年 1月頃 

１ 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 

２ 2020 年度事業計画（案）および収支予算見込み（案）について 

３ 基本計画（最終案）について 

→ 2020 年 2月の国土緑化推進機構特別委員会で基本計画の承認・決定 
 

【第５回総会】 

2020 年 7月頃 

１ 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 

２ 2019 年度事業報告および収支決算について 

３ 実施計画（素案）について 

（会場整備計画、運営計画、宿泊・輸送計画等） 

【第６回総会】 

2021 年 1月頃 

１ 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 

２ 2021 年度事業計画（案）および収支予算見込み（案）について 

３ 実施計画（最終案）について 

→ 2021 年 2月の国土緑化推進機構特別委員会で実施計画の承認・決定 
 

2021 年（春季） 第 72 回全国植樹祭 滋賀県開催 
※4月～6月で開催時期を検討 

【第７回総会】 

2022 年 2月頃 

１ 2020 年度、2021 年度事業報告および収支決算について 

２ 実行委員会の解散について 
 

資料２－５ 

総会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。 

（１）会則の制定および改廃に関すること。 

（２）全国植樹祭の企画および運営の基本的事項に関すること。 

（３）事業計画、予算および決算に関すること。 

（４）幹事会に委任する事項に関すること。 

（５）専門委員会へ付託する事項に関すること。 

（６）その他全国植樹祭の開催に関して重要な事項に関すること。 



第７２回全国植樹祭滋賀県開催までの全体スケジュール　【想定】
２０１６年度

（開催５年前）
２０１７年度

（開催４年前）
２０１８年度

（開催３年前）
２０１９年度

（開催２年前）
２０２０年度

（開催１年前）
２０２１年度
（開催年）

 ◆招致表明
 　(2016年12月）

　◆開催申出
　　（2017年5月30日）

　　　◆開催県内定
　　　　（2017年8月9日理事会）

　　　◇開催県決定
　　　　（2018年8月 理事会）

　　　　　◇開催地決定
　　　　　　（2018年秋頃）

　◇「基本計画」承認
　　（2020年2月 特別委）

 ◇開催日決定
　　（2020年8月 理事会）

  ◇「実施計画」承認
　　　　（2021年2月 特別委）

○大会テーマ公募
○シンボルマーク公募
○ポスター原画公募
○式典行事・植樹行事計画
○行幸啓検討

会場整備
○会場整備検討 ○会場整備

○サイン・ベンチ等整備

運営計画

○全体計画
○招待者・参加者計画

○衛生・防災・警備計画
○宿泊・輸送計画

広報・PR
○広報・PR

○広報キャラバン、
　　リレー植樹等

○プレイベント（１年前）
○苗木ホームステイ等検討 ○苗木ホームステイ等実施

○全国林業後継者大会

開催準備実務
　

 開催実務

関連事業等

　　　　　　　年度
　区分

主要な動き

国土緑化推進機構
への事務手続き等

大会実施
組織体制

各種計画の
検討・策定

基本構想（

（2018年3月策定）

基本計画
（2020年2月策定）

実施計画
（2021年2月策定）
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