
第 72回全国植樹祭滋賀県実行委員会 

第５回総会 
 

 

 

◆議題 

１ 報告事項 

 （１）開催年の変更について                    【資料１】 

（２）会長専決処分について                    【資料２】 

 

２ 審議事項 

 〔第１号議案〕令和元年度事業報告（案）について          【資料３】 

 〔第２号議案〕令和元年度収支決算（案）について          【資料４】 
〔第３号議案〕令和２年度変更事業計画（案） 

および収支予算（案）について              【資料５】 

 

３ その他 

（１）今後の予定について                      【資料６】 

 

 



　　　　　(敬称略)

番号 職名 区分 機関・団体および役職 氏名

1 会長 県関係 滋賀県知事 三日月　大造

2 副会長 議会関係 滋賀県議会議長 細江　正人

3 副会長 市町関係 甲賀市長 岩永　裕貴

4 副会長 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 北　幸二

5 副会長 県関係 滋賀県副知事 西嶋　栄治

6 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

7 委員 国関係 林野庁近畿中国森林管理局滋賀森林管理署長 山﨑　準

8 委員 国関係 国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所長 堀田　伸之

9 委員 国関係 環境省近畿地方環境事務所長 河本　晃利

10 委員 市町関係 滋賀県市長会会長（東近江市長） 小椋　正清

11 委員 市町関係 滋賀県町村会会長（豊郷町長） 伊藤　定勉

12 委員 市町関係 滋賀県市議会議長会会長（大津市議会議長） 八田　憲児

13 委員 市町関係 滋賀県町村議会議長会会長（日野町議会議長） 杉浦　和人

14 委員 学識経験者 滋賀県立大学環境科学部教授 高橋　卓也

15 委員 学識経験者 滋賀県環境審議会琵琶湖総合保全部会部会長 西野　麻知子

16 委員 森林・林業関係団体 滋賀県林業協会会長 久保　久良

17 委員 森林・林業関係団体 滋賀県森林組合連合会代表理事会長 石谷　八郎

18 委員 森林・林業関係団体 滋賀県木材協会会長 髙橋　文夫

19 委員 森林・林業関係団体 滋賀県山林種苗協同組合代表理事 宮城　定右衞門

20 委員 森林・林業関係団体 滋賀県林業研究グループ連絡協議会会長 前田　康弘

21 委員 森林・林業関係団体 一般社団法人滋賀県造林公社副理事長 櫻井　悟

22 委員 森林・林業関係団体 淡海森林クラブ代表 鈴木　覺造

23 委員 各種団体 滋賀県農業協同組合中央会代表理事会長 石部　和美

24 委員 各種団体 滋賀県漁業協同組合連合会代表理事会長 佐野　高典

25 委員 各種団体 滋賀県河川漁業協同組合連合会代表理事会長 佐野　昇

26 委員 各種団体 滋賀県商工会議所連合会会長 大道　良夫

27 委員 各種団体 滋賀県商工会連合会会長 清水　憲

28 委員 各種団体 滋賀県中小企業団体中央会会長 北村　嘉英

29 委員 各種団体 滋賀経済同友会代表幹事 山本　昌仁

30 委員 各種団体 一般社団法人滋賀経済産業協会会長 井門　一美

31 委員 各種団体 公益社団法人びわこビジターズビューロー会長 三日月  大造

32 委員 各種団体 公益社団法人滋賀県建築士会会長 山本　勝義

33 委員 各種団体 一般社団法人滋賀県建設業協会会長 桑原　勝良

34 委員 各種団体 滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合理事長 前川　為夫

35 委員 各種団体 一般社団法人日本旅行業協会関西支部滋賀地区委員会委員長 人見　能暢

36 委員 各種団体 一般社団法人全国旅行業協会滋賀県支部支部長 加納  義之

37 委員 各種団体 一般社団法人滋賀県旅行業協会会長 加納  義之

38 委員 各種団体 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 若菜　真丈

39 委員 各種団体 東海旅客鉄道株式会社執行役員関西支社長 畑田　整吾

40 委員 各種団体 一般社団法人滋賀県バス協会会長 田畑　太郎

41 委員 各種団体 一般社団法人滋賀県タクシー協会会長 田畑　太郎
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42 委員 各種団体 一般社団法人滋賀県トラック協会会長 田中　亨

43 委員 各種団体 近江鉄道株式会社代表取締役社長 飯田　則昭

44 委員 各種団体 京阪電気鉄道株式会社大津営業部長 深尾　雅章

45 委員 各種団体 信楽高原鐵道株式会社代表取締役社長 正木　仙治郎

46 委員 各種団体 琵琶湖汽船株式会社代表取締役社長 川戸　良幸

47 委員 各種団体 滋賀県地域女性団体連合会会長 鵜飼　淳子

48 委員 各種団体 社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会会長 渡邉　光春

49 委員 各種団体 日本ボーイスカウト滋賀連盟長 三日月　大造

50 委員 各種団体 一般社団法人ガールスカウト滋賀県連盟連盟長 今　きよ美

51 委員 各種団体 滋賀県小学校長会会長（水口小学校長） 中村　康春

52 委員 各種団体 滋賀県中学校長会会長（瀬田北中学校長） 中村　俊英

53 委員 各種団体 滋賀県高等学校長協会会長（石山高等学校長） 田中　孝昌

54 委員 各種団体 滋賀県私立中学高等学校連合会会長（滋賀短期大学附属中学校長） 那須　文英

55 委員 各種団体 滋賀県特別支援学校長会会長（八日市養護学校） 夏川　茂

56 委員 県関係 滋賀県知事公室長 水上　敏彦

57 委員 県関係 滋賀県総合企画部長 廣脇　正機

58 委員 県関係 滋賀県総務部長 江島　宏治

59 委員 県関係 滋賀県文化スポーツ部長 中嶋　実

60 委員 県関係 滋賀県琵琶湖環境部長 石河　康久

61 委員 県関係 滋賀県健康医療福祉部長 川﨑　辰己

62 委員 県関係 滋賀県商工観光労働部長 森中　高史

63 委員 県関係 滋賀県農政水産部長 西川　忠雄

64 委員 県関係 滋賀県土木交通部長 吉田　秀範

65 委員 県関係 滋賀県教育委員会教育長 福永　忠克

66 委員 県関係 滋賀県警察本部長 滝澤　依子

67 委員 県関係 滋賀県甲賀森林整備事務所長 橋本　善徳

68 監事 開催市 甲賀市会計管理者 山下　和浩

69 監事 県関係 滋賀県会計管理者 浅見　裕見子

70 参与 報道関係 株式会社朝日新聞社大津総局長 吉岡　 一

71 参与 報道関係 株式会社毎日新聞社大津支局長 竹中　拓実

72 参与 報道関係 株式会社読売新聞社大阪本社大津支局長 冨田　智司

73 参与 報道関係 株式会社産業経済新聞社大津支局長 鮫島　敬三

74 参与 報道関係 株式会社中日新聞社大津支局長 池田　千晶

75 参与 報道関係 株式会社京都新聞社滋賀本社代表 藤田　治久

76 参与 報道関係 株式会社日本経済新聞社大津支局長 木下　修臣

77 参与 報道関係 一般社団法人共同通信社大津支局長 三枝　正道

78 参与 報道関係 株式会社時事通信社大津支局長 寺沢　健之

79 参与 報道関係 日本放送協会大津放送局長 北村　幸弘

80 参与 報道関係 株式会社京都放送滋賀支社長 宮本　英樹

81 参与 報道関係 びわ湖放送株式会社常務取締役放送管理局長 大杉　成聖

82 参与 報道関係 株式会社エフエム滋賀編成制作部部長 糸井　孝実


