
〔その他〕

　第72回全国植樹祭滋賀県実行委員会委員等の招待予定について 

※実行員会のうち参与、監事、幹事は開催規模縮小のため招待の対象としておりません

※委員等のうち滋賀県職員、県内市町職員は招待の対象としておりません

※滋賀県内市町長、議会議長、滋賀県議会関係者など他の招待者区分での招待を予定している方は下表から除外しています

№ 区分 所属 役職（個人の場合は氏名） 実行委員会の内の役職

1 団体 公益財団法人滋賀県緑化推進会 理事長 副会長

2 団体 林野庁近畿中国森林管理局滋賀森林管理署 署長 委員

3 団体 国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所 所長 委員

4 団体 環境省近畿地方環境事務所 所長 委員

5 個人 滋賀県立大学環境科学部 高橋卓也 委員

6 個人 滋賀県環境審議会琵琶湖総合保全部会 西野麻知子 委員

7 団体 滋賀県林業協会 会長 委員

8 団体 滋賀県森林組合連合会 代表理事会長 委員

9 団体 滋賀県木材協会 会長 委員

10 団体 滋賀県山林種苗協同組合 代表理事 委員

11 団体 滋賀県林業研究グループ連絡協議会 会長 委員

12 団体 一般社団法人滋賀県造林公社 副理事長 委員

13 団体 淡海森林クラブ 代表 委員

14 団体 滋賀県農業協同組合中央会 代表理事会長 委員

15 団体 滋賀県漁業協同組合連合会 代表理事会長 委員

16 団体 滋賀県河川漁業協同組合連合会 代表理事会長 委員

17 団体 滋賀県商工会議所連合会 会長 委員

18 団体 滋賀県商工会連合会 会長 委員

19 団体 滋賀県中小企業団体中央会 会長 委員

20 団体 滋賀経済同友会 代表幹事 委員

21 団体 一般社団法人滋賀経済産業協会 会長 委員

22 団体 公益社団法人びわこビジターズビューロー 会長 委員

23 団体 公益社団法人滋賀県建築士会 会長 委員

24 団体 一般社団法人滋賀県建設業協会 会長 委員

25 団体 滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合 理事長 委員

26 団体 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 委員

27 団体 一般社団法人全国旅行業協会滋賀県支部 支部長 委員

28 団体 一般社団法人滋賀県旅行業協会 会長 委員

29 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 委員

30 団体 東海旅客鉄道株式会社 執行役員関西支社長 委員

31 団体 一般社団法人滋賀県バス協会 会長 委員

32 団体 一般社団法人滋賀県タクシー協会 会長 委員

33 団体 一般社団法人滋賀県トラック協会 会長 委員

34 団体 近江鉄道株式会社 代表取締役社長 委員

35 団体 京阪電気鉄道株式会社大津営業部 部長 委員

36 団体 信楽高原鐵道株式会社 代表取締役社長 委員

37 団体 琵琶湖汽船株式会社 代表取締役社長 委員

38 団体 滋賀県地域女性団体連合会 会長 委員

39 団体 湖国女性農業・推進委員協議会 会長 委員

　 令和４年６月５日に開催予定の第72回全国植樹祭しが2022に、下表の実行委員会の委員等の皆様方を特別招待者として招待する予定
をしています。詳細は令和４年２月以降に送付予定の招待状で御案内させていただきます。是非とも御参加いただきますようお願い申し上
げます。
　 なお、下表の区分が「団体」の場合は団体の代表者を招待者として見込んでいますが、同団体内での代理出席も可能です（区分が「個
人」の場合は代理出席はできません）。
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40 団体 滋賀県社会福祉協議会 会長 委員

41 団体 日本ボーイスカウト滋賀連盟 連盟長 委員

42 団体 一般社団法人ガールスカウト滋賀県連盟 連盟長 委員

43 団体 滋賀県小学校長会 会長 委員

44 団体 滋賀県中学校長会 会長 委員

45 団体 滋賀県高等学校長協会 会長 委員

46 団体 滋賀県私立中学高等学校連合会 会長 委員

47 団体 滋賀県特別支援学校長会 会長 委員

48 個人 成安造形大学附属近江学研究所 加藤賢治 式典委員長

49 個人 滋賀県吹奏楽連盟 小幡理 式典委員

50 個人 （公財）滋賀県緑化推進会 川橋袖子 式典委員

51 個人 滋賀県合唱連盟 伏見強 式典委員

52 個人 （公財）びわ湖芸術文化財団 村島美也子 式典委員

53 個人 滋賀自然環境研究会 青木繁 植樹委員

54 個人 （公財）滋賀県緑化推進会 神田信行 植樹委員

55 個人 滋賀県森林組合連合会 小嶋喜一 植樹委員

56 個人 京都府立大学生命環境科学研究科 長島啓子 植樹委員

57 個人 学校法人京都成安学園成安造形大学 石川亮
ﾃｰﾏ等委員

ポスター委員

58 個人 印章彫刻師・書家 齊藤江湖 ﾃｰﾏ等委員

59 個人 （公財）滋賀県緑化推進会 佐々木建雄 ﾃｰﾏ等委員

60 個人 合同会社　ATE　UNIVERSE 土田亮太 ﾃｰﾏ等委員

61 個人 公益財団法人滋賀県緑化推進会 辻宏朗 ﾎﾟｽﾀｰ委員

62 個人 国立大学法人滋賀大学 村田透 ﾎﾟｽﾀｰ委員

63 個人 （公社）びわこビジターズビューロー 沖秀生 おもてなし委員

64 個人 滋賀の食事文化研究会 中村紀子 おもてなし委員

65 個人 （公社）滋賀県栄養士会 鳥本登志子 おもてなし委員
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