
所属 役職 氏名 部署 役職 氏名

1 会長 滋賀県 滋賀県 知事 三日月　大造 ○ 主催者

2 副会長 観光協会等 （公社）びわこビジターズビューロー 会長 川戸　良幸 ○

3 副会長 交通事業者 西日本旅客鉄道（株） 近畿統括本部
理事　京都支
社長

若菜　真丈 ○ 委任状

4 副会長 関係団体 滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組合 理事長 前川　為夫 ○

5 委員 市町 大津市 市長 佐藤　健司 ○
産業観光部観
光振興課

課長 川島　英和 Zoom参加

6 委員 市町 彦根市 市長 和田 裕行 ○
産業部観光交
流課

課長補佐 山本　武

7 委員 市町 長浜市 市長 浅見　宣義 ○
産業観光部観
光振興課

課長 小谷　勝也 Zoom参加

8 委員 市町 近江八幡市 市長 小西　理　 ○
総合政策部観
光政策課

主事 辻内　菜緒 Zoom参加

9 委員 市町 草津市 市長 橋川　渉 ○
環境経済部商
工観光労政課

主査 平松　正吏 Zoom参加

10 委員 市町 守山市 市長 宮本　和宏 ○
都市経済部商
工観光課

主任 村井　由紀子Zoom参加

11 委員 市町 栗東市 市長 野村　昌弘 ○
商工観光労政
課

課長補佐 上村　明美 Zoom参加

12 委員 市町 甲賀市 市長 岩永　裕貴 ○
観光企画推進
課

係長 川上　真祐 Zoom参加

13 委員 市町 野洲市 市長 栢木　進 ○ 委任状

14 委員 市町 湖南市 市長 生田　邦夫 ○
環境経済部商
工観光労政課

課長 野﨑　博 Zoom参加

15 委員 市町 高島市 市長 福井　正明 ○
商工観光部観
光振興課

課長 竹井　正人 Zoom参加

16 委員 市町 東近江市 市長 小椋　正清 ○
商工観光部観
光物産課

課長 植田　光彦 Zoom参加

17 委員 市町 米原市 市長 平尾　道雄 ○
シティセールス
課

課長補佐 土山　徳之 Zoom参加

18 委員 市町 日野町 町長 堀江　和博 ○ 商工観光課 主査 服部　孝紀

19 委員 市町 竜王町 町長 西田　秀治 ○ 商工観光課 係長 谷村　龍之介Zoom参加

20 委員 市町 愛荘町 町長 有村　 国知 ○ 商工観光課 主査 加藤　彬仁 Zoom参加

21 委員 市町 豊郷町 町長 伊藤　定勉 ○ 産業振興課 主任 増田　大助 Zoom参加

22 委員 市町 甲良町 町長 野瀬　喜久男 ○ 委任状

23 委員 市町 多賀町 町長 久保　久良 ○ 産業環境課 係長 山本　悟史 Zoom参加

24 委員 観光協会等 （公社）びわ湖大津観光協会 会長 平川　良浩 ○ 副会長 金子　博美 Zoom参加

25 委員 観光協会等 （公社）彦根観光協会 会長 一圓　泰成 ○ 主事 嶌津　宏治 Zoom参加

26 委員 観光協会等 （公社）長浜観光協会 会長 岸本　一郎 ○ 事務局長 涌井　要助 Zoom参加

27 委員 観光協会等 （一社）近江八幡観光物産協会 会長 森嶋　篤雄 ○ 委任状

28 委員 観光協会等 草津市観光物産協会 会長 南　英三 ○ 委任状

29 委員 観光協会等 守山市観光物産協会 会長 中塚　宗浩 ○

30 委員 観光協会等 （一社）栗東市観光協会 会長 田中　義信 ○ 事務局 山口　翔太郎委任状

31 委員 観光協会等 （一社）甲賀市観光まちづくり協会 会長 小山  剛 ○
サブマネー
ジャー

谷口　奈菜 Zoom参加

32 委員 観光協会等 信楽町観光協会 会長 奥田　忠司 ○ 事務局長 古谷　淳子

33 委員 観光協会等 野洲市観光物産協会 会長 木村　靖 ○ Zoom参加

34 委員 観光協会等 （一社）湖南市観光協会 事務局長 奥村　通裕 ○

35 委員 観光協会等 （公社）びわ湖高島観光協会 会長 前川　為夫 ○

36 委員 観光協会等 （一社）東近江市観光協会 会長 喜多　良道 ○ 事務局長 木村　義也 Zoom参加

37 委員 観光協会等 （一社）びわ湖の素DMO 代表理事 日向　寛 ○ 事務局長 法邑　英明

38 委員 観光協会等 日野観光協会 会長 中村　幸太郎 ○ 池内　明彦 Zoom参加

39 委員 観光協会等 竜王町観光協会 会長 若井　冨嗣 ○ 委任状

40 委員 観光協会等 （一社）愛荘町観光協会 会長 西澤　基治 ○ 委任状

41 委員 観光協会等 豊郷町観光協会 会長 岡村　博之 ○ 馬場　眞貴子 Zoom参加

42 委員 観光協会等 甲良町観光協会 会長 坪内　治義 ○ 委任状

43 委員 観光協会等 （一社）多賀観光協会 理事長 木村　慶之 ○ 事務局長 土田　雅孝 Zoom参加

44 委員 観光協会等
びわ湖大津志賀観光振興協議会
（びわ湖大津観光協会）

会長 平川　良浩 ○ 委任状

45 委員 観光協会等
湖南地域観光振興協議会
（草津市商工観光労政課内）

会長 南　英三 ○ 委任状

46 委員 観光協会等 東近江観光振興協議会 会長 小倉　正清 ○ 事務局長 北川　勝則 Zoom参加

47 委員 観光協会等
びわこ湖東路観光協議会（彦根市観
光交流課内）

会長 一圓　泰成 ○ 山本　武

48 委員 観光協会等
北びわ湖広域観光協議会（長浜観光
協会内）

会長 岸本　一郎 ○ 涌井　要助 Zoom参加

49 委員 観光協会等 （一社）近江ツーリズムボード 会長 上田　健一郎 ○ マネージャー 小島　聖巳 Zoom参加

50 委員 経済団体 滋賀県商工会議所連合会 会長 大道　良夫 ○ 谷村　直子

51 委員 経済団体 滋賀県商工会連合会 会長 上西　保 ○ 専務理事 石河　康久

52 委員 経済団体 滋賀県中小企業団体中央会 会長 北村　嘉英 ○ 事務局長 山田　俊明

53 委員 経済団体 滋賀経済同友会 代表幹事 西藤　崇浩 ○
専務理事
事務局長

小林　正彦

54 委員 経済団体 （一社）滋賀経済産業協会 会長 石井　太 ○ 事務局次長 松田　匠

55 委員 旅行会社 （株）JTB 滋賀支店 支店長 人見　能暢 ○

56 委員 旅行会社 （株）日本旅行 草津店支店 支店長 山本　修 ○

57 委員 旅行会社 （株）近畿日本ツーリスト関西 滋賀支店 支店長 山本　俊治 ○ Zoom参加

58 委員 旅行会社 （株）農協観光 京都支店 小西　健一 ○ 委任状

59 委員 旅行会社 東武トップツアーズ（株） 滋賀支店 支店長 橋本　秀樹 ○ 委任状

60 委員 旅行会社 近江トラベル（株） 業務部営業課 代表取締役 植田　重弘 ○
取締役業務部
長

伊藤　孝樹 Zoom参加

61 委員 旅行会社 クラブツーリズム（株） 京の旅デザインセンター 所長 山口　剛史 ○ Zoom参加

62 委員 旅行会社 名鉄観光サービス（株） 大津営業所 所長 上本　祐司 ○

63 委員 交通事業者 近江鉄道（株） グループ営業推進部
代表取締役社
長

飯田　則昭 ○
グループ営業
推進部

部長代理 河合 達也 Zoom参加

64 委員 交通事業者 京阪ホールディングス（株） 経営企画室事業推進担当 部長 近野　薫 ○
経営企画室事
業推進担当

課長 樋本　武史 Zoom参加
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65 委員 交通事業者 信楽高原鐵道（株）
代表取締役社
長

正木　仙治郎 ○ 取締役　常務 松田　直道

66 委員 交通事業者 琵琶湖汽船（株） 船舶営業部
代表取締役社
長

川添　智史 ○
船舶事業本部
船舶営業部

取締役船舶事
業本部長

川﨑　和彦

67 委員 交通事業者 中日本高速道路（株） 名古屋支社 総務企画部長 大嶋　峰靖 ○ Zoom参加

68 委員 交通事業者 西日本高速道路（株） 関西支社総務企画部 部長 工藤　紀行 ○ 事業開発課 課長 加藤　周作

69 委員 交通事業者 （一社）滋賀県バス協会 会長 田畑　太郎 ○ 専務理事 野村　義明

70 委員 交通事業者 （一社）滋賀県タクシー協会 会長 田畑　太郎 ○ 専務理事 松尾　武文 委任状

71 委員 関係団体 滋賀プラス・サイクル推進協議会 会長 三日月　大造 ○ 委任状

72 委員 関係団体 （一社）全国旅行業協会滋賀県支部 滋賀支部 支部長 加納　義之 ○ 事務局長 江川　寛 委任状

73 委員 関係団体 滋賀県酒造組合 会長 喜多　良道 ○ 事務局長 澤　友三

74 委員 関係団体 滋賀県菓子工業組合 理事長 竹内　晴久 ○

75 委員 関係団体
淡海観光ボランティアガイド連絡協議
会

会長 馬場　智章 ○

76 委員 関係団体 （一社）滋賀県調理師会 会長 小林　晃 ○ 委任状

77 委員 関係団体 滋賀県山岳連盟 会長 澤山　惠 ○ 委任状

78 委員 農・畜・水産業 滋賀県農業協同組合中央会 農業・地域対策部 代表理事会長 竹村　敬三 ○ 委任状

79 委員 農・畜・水産業 滋賀県漁業協同組合連合会 代表理事会長 佐野　高典 ○ 総務部総務課 専務理事 澤田　宣雄 Zoom参加

80 委員 農・畜・水産業 「近江牛」生産・流通推進協議会 会長 田原　利秋 ○ 委任状

81 委員 農・畜・水産業 （一社）滋賀県畜産振興協会 会長 高橋　滝治郎 ○ 専務理事 北村　元一 Zoom参加

82 委員 農・畜・水産業
琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業
推進協議会

滋賀県農政水産部農政課 会長 三日月　大造 ○
滋賀県農政水
産部農政課

課長 小川　一記 Zoom参加

83 委員 流通 （株）平和堂 地域共創事業部旅行課
代表取締役社
長執行役員

平松　正嗣 ○
地域共創事業
部旅行課

課長 森本　昌樹 Zoom参加

84 委員 流通 イオンリテール（株）
近畿カンパニー
京都滋賀事業部

事業部長 川本 聡 ○

85 委員 流通
三井不動産商業マネジメント（株）
（三井アウトレットパーク滋賀竜王）

所長 神本　幸司 ○ 森　健太 Zoom参加

86 委員 流通 （株）セブン-イレブン・ジャパン 兵庫・京滋ゾーン マネジャー 岡本　一雄 ○
総合渉外部兵
庫・京滋・奈良
ゾーン

古賀麻里子 Zoom参加

87 委員 流通 （株）ファミリーマート 関西第１リージョン 部長 野崎　勝久 ○ 滋賀南営業所 所長 蒲田　剛司

88 委員 流通 （株）ローソン 近畿エリア管理部 部長 江藤　隆裕 ○
近畿エリア管理
部

参与 紺谷　司郎

89 委員 流通 （株）近鉄百貨店 草津店 店長 山本　勝徳 ○ 委任状

90 委員 マスコミ （株）読売新聞社 大津支局 支局長 祝迫　博 ○ 委任状

91 委員 マスコミ （株）朝日新聞社 大津総局 総局長 平岡　和幸 ○ 委任状

92 委員 マスコミ （株）毎日新聞社 大津支局 支局長 村元　展也 ○ 委任状

93 委員 マスコミ （株）日本経済新聞社 大津支局 支局長 木下修臣 ○ 委任状

94 委員 マスコミ （株）産経新聞社 大津支局 支局長 野瀬　吉信 ○ 委任状

95 委員 マスコミ （株）中日新聞社 大津支局 支局長 原　誠司 ○ 委任状

96 委員 マスコミ （株）京都新聞社 滋賀本社 編集部長 日比野　敏陽 ○ Zoom参加

97 委員 マスコミ 共同通信社 大津支局 支局長 福冨　正秀 ○ 委任状

98 委員 マスコミ （株）時事通信社 大津支局 支局長 藤井　忠彦 ○

99 委員 マスコミ （株）京都放送（ＫＢＳ京都） 滋賀支社 釼持 充弘 ○ 狭間　康至

100 委員 マスコミ びわ湖放送（株） 常務取締役 大杉　成聖 ○ 委任状

101 委員 マスコミ （株）エフエム滋賀
代表取締役社
長

大森　七幸 ○
代表取締役副
社長

筈井　晋二

102 委員 マスコミ （株）えふえむ草津 代表取締役 青木 均 ○ 委任状

103 委員 マスコミ 日本放送協会（ＮＨＫ） 大津放送局 局長 手島　一宏 ○

104 委員 包括協定企業 （株）滋賀銀行 取締役頭取 高橋　祥二郎 ○
営業統轄部ソ
リューション営業
室地域振興グ

調査役 奥田　芳久

105 委員 包括協定企業 ヤマト運輸（株） 滋賀主管支店
滋賀主管支店
長

小比賀　正規　　 ○

106 委員 包括協定企業 （株）コクヨ工業滋賀 部長 松宮　幸二 ○

107 委員 包括協定企業 大塚製薬（株） 京都支店大津出張所 所長 平岡　知久 ○ Zoom参加

108 委員 包括協定企業 （株）関西みらい銀行
代表取締役社
長

菅　哲哉 ○ マネージャー 岸田　謙治

109 委員 包括協定企業 日本郵便（株） 近畿支社
常務執行役員
近畿支社長

小方　憲治 ○
滋賀県庁前郵
便局

局長 福森　七七美同行者あり

110 委員 包括協定企業 日本生命保険相互会社 滋賀支社 支社長 藤川　幸一 ○ 委任状

111 委員 包括協定企業 東京海上日動火災保険(株) 滋賀支店 支社長 坂田　純恵 ○
滋賀自動車営
業課

課長代理 梅原　雄一 同行者あり

112 委員 包括協定企業 損害保険ジャパン（株） 滋賀支店 支社長 姫野　忠 ○ 主任 古澤　智

113 委員 包括協定企業 三井住友海上火災保険（株） 滋賀支店 支店長 長沼　孝裕 ○ 委任状

114 委員 包括協定企業 あいおいニッセイ同和損害保険（株） 滋賀支店 支店長 清水　裕子 ○ 地域戦略室 室長 西田　和弘 Zoom参加

115 委員 包括協定企業 明治安田生命保険相互会社 滋賀支社 支社長 高橋　現 ○ 推進役 山田　卓司

116 委員 包括協定企業 楽天グループ（株）
地域創生事業共創事業推
進部観光共創課

マネージャー 高見 和華子 ○

地域創生事業部観光
共創課　観光共創コ
ンサルティンググルー
プ

杉本　憲治 Zoom参加

117 委員 包括協定企業 日産自動車（株） 日本事業広報渉外部 主管 高橋　雄一郎 ○ 主担 石田　則子 同行者あり

118 委員 包括協定企業 滋賀日産自動車（株） 営業推進部新車グループ 次長 小嶋　健一 ○ 同行者あり

119 委員 包括協定企業 生活協同組合コープしが 常務理事 寺田　真 ○ Zoom参加

120 委員 交通事業者
全日本空輸株式会社（ANAあきんど
株式会社兼務）

京都支店 支店長 山下 肇 ○

121 委員 交通事業者 株式会社日本航空 京都支店 支店長 安部　圭太 ○ Zoom参加

122 委員 包括協定企業
キリングループ（キリンビール株式会
社　京滋支社）

近畿圏統括本部　セールス
サポート部

ラインリーダー 松崎　公俊 ○

123 委員 包括協定企業
キリングループ（キリンビバレッジ株式
会社　近畿圏支社）

京滋営業部 部長 中澤　正樹 ○

合計 135 88 35


