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区分 所属・機関名 職名（委員） 氏名 ふりがな

会長 滋賀県 知事 三日月　大造 みかづき　たいぞう

1号 近畿管区警察局 局長 加藤　晃久 かとう　あきひさ

1号 近畿財務局大津財務事務所 所長 深瀬　康高 ふかせ　やすたか

1号 近畿厚生局 局長 泉　陽子 いずみ　ようこ

1号 近畿農政局 局長 大坪　正人 おおつぼ　まさと

1号 近畿中国森林管理局 局長 山口　琢磨 やまぐち　たくま

1号 近畿経済産業局 局長 米村　猛 よねむら　たけし

1号 中部近畿産業保安監督部近畿支部 支部長 橘　幹広 たちばな　みきひろ

1号 近畿運輸局 局長 野澤　和行 のざわ　かずゆき

1号 近畿地方整備局 局長 溝口　宏樹 みぞぐち　ひろき

1号 大阪航空局大阪空港事務所 大阪国際空港長 河合　良則 かわい　よしのり

1号 近畿地方測量部 部長 山本　洋一 やまもと　よういち

1号 大阪管区気象台彦根地方気象台 台長 櫻井　敬三 さくらい　けいぞう

1号 近畿総合通信局 局長 髙野　潔 こうの　きよし

1号 大阪海上保安監部 監部長 花井　宏泰 はない　ひろやす

1号 滋賀労働局 局長 待鳥　浩二 まつとり　こうじ

1号 近畿地方環境事務所 所長 河本　晃利 かわもと　あきとし

2号 陸上自衛隊第3戦車大隊 大隊長 足立　賢一 あだち　けんいち

3号 滋賀県教育委員会 教育長 福永　忠克 ふくなが　ただかつ

4号 滋賀県警察本部 本部長 滝澤　依子 たきざわ　よりこ

5号 滋賀県 副知事 西嶋　栄治 にしじま　えいじ

5号 滋賀県 副知事 中條　絵里 なかじょう　えり

5号 滋賀県 防災危機管理監 嶋寺 源一 しまでら げんいち

5号 滋賀県 防災危機管理局副局長 山添　みゆき やまぞえ　みゆき

5号 滋賀県 総合企画部長 廣脇 正機 ひろわき まさき

5号 滋賀県 市町振興課 藤原 久美子 ふじわら くみこ

5号 滋賀県 琵琶湖環境部次長 中田　佳恵 なかだ　よしえ

5号 滋賀県 健康医療福祉部長 川崎 辰己 かわさき たつみ

5号 滋賀県 健康医療福祉部医療福祉推進課長 新垣　真理 あらかき　まり

5号 滋賀県 農政水産部次長 松田　千春 まつだ　ちはる

5号 滋賀県 農政水産技監 渡辺 千春 わたなべ ちはる

5号 滋賀県 土木交通部長 吉田　秀範 よしだ　ひでのり

5号 滋賀県 会計管理者 浅見　裕見子 あさみ　ゆみこ

5号 滋賀県 理事員 勝身 真理子 かつみ まりこ

6号 滋賀県市長会 会長 小椋　正清 おぐら　まさきよ

6号 滋賀県町村会 会長 伊藤　定勉 いとう　さだむ

6号 滋賀県消防長会 会長 安井　達治 やすい　たつじ

6号 公益財団法人滋賀県消防協会 副会長 辻　清惠 つじ　きよしげ

7号 西日本旅客鉄道株式会社近畿統括本部京都支社 執行役員近畿統括本部京都支社長 若菜　真丈 わかな　まさたけ

7号 西日本電信電話株式会社滋賀支店 支店長 長田　裕幸 ながた　ひろゆき

7号 西日本高速道路株式会社関西支社 支社長 永田　順宏 ながた　のぶひろ

7号 日本赤十字社滋賀県支部 事務局長 丸尾　勉 まるお　つとむ

7号 日本放送協会大津放送局 局長 北村　幸弘 きたむら　ゆきひろ

7号 日本通運株式会社滋賀支店 支店長 須山　進 すやま　すすむ

7号 関西電力送配電株式会社滋賀支社 支社長 保田　亨 やすだ　すすむ

7号 滋賀県土地改良事業団体連合会 専務理事 岩﨑　善司 いわさき　ぜんじ

7号 大阪ガス株式会社京滋導管部 京滋導管部長 松本　将英 まつもと　まさひで

7号 近江鉄道株式会社 代表取締役社長 喜多村　樹美男 きたむら　きみお

7号 京阪電気鉄道株式会社大津営業部 大津営業部長 深尾　雅章 ふかお　まさあき

7号 一般社団法人滋賀県バス協会 専務理事 野村　義明 のむら　よしあき

7号 一般社団法人滋賀県トラック協会 会長 田中　亨 たなか　すすむ

7号 琵琶湖汽船株式会社 船舶運航部部長 島田　三郎 しまだ　さぶろう

7号 日本郵便株式会社大津中央郵便局 局長 長田　諭 おさだ　さとし

7号 一般社団法人滋賀県医師会 理事 重永　博 しげなが　ひろし

7号 一般社団法人滋賀県LPガス協会 専務理事 片淵　文雄 かたふち　ふみお

7号 公益社団法人滋賀県看護協会 専務理事 草野　とし子 くさの　としこ

7号 一般社団法人滋賀県薬剤師会 副会長 山口　豊子 やまぐち　とよこ

7号 社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 事務局長 谷口　郁美 たにぐち　いくみ

8号 京都大学防災研究所 教授 牧　紀男 まき　のりお

8号 国立研究開発法人　防災科学技術研究所 特別研究員 松川　杏寧 まつかわ　あんな

8号 特定非営利法人NPO政策研究所 専務理事 相川　康子 あいかわ　やすこ

8号 滋賀県女性防火クラブ連絡協議会 会長 山田　光代 やまだ　みつよ
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