
所属 役職 氏名

1 会長 滋賀県 滋賀県 知事 三日月大造

2 委員 市町 大津市 市長 越　直美

3 委員 市町 彦根市 市長 大久保　貴

4 委員 市町 長浜市 市長 藤井勇治

5 委員 市町 近江八幡市 市長 冨士谷英正

6 委員 市町 草津市 市長 橋川　渉

7 委員 市町 守山市 市長 宮本和宏

8 委員 市町 栗東市 市長 野村昌弘

9 委員 市町 甲賀市 市長 岩永裕貴

10 委員 市町 野洲市 市長 山仲善彰

11 委員 市町 湖南市 市長 谷畑英吾

12 委員 市町 高島市 市長 福井正明

13 委員 市町 東近江市 市長 小椋正清

14 委員 市町 米原市 市長 平尾道雄

15 委員 市町 日野町 町長 藤澤直広

16 委員 市町 竜王町 町長 西田秀治

17 委員 市町 愛荘町 町長 宇野一雄

18 委員 市町 豊郷町 町長 伊藤定勉

19 委員 市町 甲良町 町長 北川豊昭

20 委員 市町 多賀町 町長 久保久良

21 委員 観光協会等 （公社）びわ湖大津観光協会 会長 稲地利彦

22 委員 観光協会等 （公社）彦根観光協会 会長 一圓泰成

23 委員 観光協会等 （公社）長浜観光協会 会長 岸本一郎

24 委員 観光協会等 （一社）北びわこふるさと観光公社 理事長 岸本一郎

25 委員 観光協会等 奥びわ湖観光協会 会長 山本清臧

26 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

27 委員 観光協会等 草津市観光物産協会 会長 南　英三

28 委員 観光協会等 守山市観光物産協会 会長 中西隆彦

29 委員 観光協会等 栗東市観光物産協会 会長 田中義信

30 委員 観光協会等 甲賀市観光協会 会長 前野昭雄
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31 委員 観光協会等 信楽町観光協会 会長 奥田忠司

32 委員 観光協会等 野洲市観光物産協会 会長 木村　靖

33 委員 観光協会等 （一社）湖南市観光協会 会長 上西宗市

34 委員 観光協会等 （公社）びわ湖高島観光協会 会長 前川為夫

35 委員 観光協会等 （一社）東近江市観光協会 会長 喜多良道

36 委員 観光協会等 米原観光協会 会長 伊藤信義

37 委員 観光協会等 日野観光協会 会長 曽羽哲實

38 委員 観光協会等 竜王町観光協会 会長 若井冨嗣

39 委員 観光協会等 （一社）愛荘町秦荘観光協会 代表理事 浜中大樹

40 委員 観光協会等 愛荘町愛知川観光協会 会長 西澤基治

41 委員 観光協会等 豊郷町観光協会 会長 村木　博

42 委員 観光協会等 甲良町観光協会 会長 山本日出男

43 委員 観光協会等 （一社）多賀観光協会 理事長 北川敬一郎

44 委員 観光協会等 びわ湖大津志賀観光振興協議会 会長 稲地利彦

45 委員 観光協会等 湖南地域観光振興協議会 会長 木村　靖

46 委員 観光協会等 東近江観光振興協議会 会長 冨士谷英正

47 委員 観光協会等 びわこ湖東路観光協議会 会長 一圓泰成

48 委員 観光協会等 北びわ湖広域観光協議会 会長 岸本一郎

49 委員 観光協会等 （一社）近江ツーリズムボード 会長 小出英樹

50 委員 経済団体 滋賀県商工会議所連合会 会長 大道良夫

51 委員 経済団体 滋賀県商工会連合会 会長 川瀬重雄

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

53 委員 経済団体 滋賀県経済同友会 代表幹事 北幸二

54 委員 経済団体 （一社）滋賀経済産業協会 会長 井門一美

55 委員 経済団体 （公社）びわこビジターズビューロー 会長 佐藤良治

56 委員 旅行会社 （株）JTB西日本 大津支店 支店長 唐津洋平

57 委員 旅行会社 （株）日本旅行 草津支店 支店長 岡本弘二

58 委員 旅行会社 近畿日本ツーリスト（株） 大津支店 滋賀支店長 水野成人

59 委員 旅行会社 （株）農協観光 滋賀支店 支店長 浜本昌嘉

60 委員 旅行会社 東武トップツアーズ（株） 滋賀支店 支店長 石田貴之

61 委員 旅行会社 近江トラベル（株） 代表取締役 植田重弘
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62 委員 旅行会社 クラブツーリズム（株）
地域交流部
京の旅デザインセンター

顧問 宮本茂樹

63 委員 交通事業者 西日本旅客鉄道（株） 近畿統括本部 京都支社長 三輪　正稔

64 委員 交通事業者 近江鉄道（株） 代表取締役社長 喜多村樹美男

65 委員 交通事業者 京阪ホールディングス（株）
経営統括室事業推進担
当

部長 山田有希生

66 委員 交通事業者 信楽高原鐵道（株） 代表取締役社長 正木仙治朗

67 委員 交通事業者 琵琶湖汽船（株） 代表取締役社長 川戸良幸

68 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 部長 川頭孝浩

69 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 松本浩志

70 委員 交通事業者 （一社）滋賀県バス協会 専務理事 野村義明

71 委員 交通事業者 （一社）滋賀県タクシー協会 会長 田畑太郎

72 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

73 委員 関係団体 （一社）全国旅行業協会滋賀県支部 滋賀支部 支局長 中河茂

74 委員 関係団体 滋賀県酒造組合 会長 藤居鐡也

75 委員 関係団体 滋賀県菓子工業組合 理事長 竹内晴久

76 委員 関係団体
滋賀県旅館ホテル生活衛生同業組
合

理事長 山本清蔵

77 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 村田昌彌

78 委員 関係団体 （一社）滋賀県調理師会 会長 小野寺和徳

79 委員 関係団体 （公社）日本青年会議所
近畿地区滋賀ブロック協
議会

会長 清水厚芳

80 委員 関係団体 滋賀県山岳連盟 会長 伊藤克己

81 委員 首都圏拠点 ＵＤＳ（株） 代表取締役社長 中川敬文

82 委員 農・畜・水産業 滋賀県農業協同組合中央会 農業対策部 部長 雲林院智史

83 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 望月幸三

84 委員 農・畜・水産業 滋賀県水産加工業協同組合 代表組合長 今井博司

85 委員 農・畜・水産業 「近江牛」生産・流通推進協議会 会長 前川清

86 委員 農・畜・水産業 （一社）滋賀県畜産振興協会 会長 正田忠一

87 委員 農・畜・水産業
「おいしが うれしが」
食のおもてなしプロジェクトチーム会
議

事務局 原沢秀幸

88 委員 流通 （株）平和堂 代表取締役 平松正嗣

89 委員 流通 イオンリテール（株）
近畿北陸ＣＯ
京都滋賀事業部

事業部長 西原義隆

90 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）

オペレーションセンター 所長 小松利彰

91 委員 流通  （株）セブン・イレブン・ジャパン 兵庫・京滋ゾーン マネージャー 今岡哲史

92 委員 流通  （株）ファミリーマート
関西第1ﾃﾞｨｽﾄﾘｸﾄ
統括部

部長 浅川龍彦
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93 委員 流通  （株）ローソン 近畿エリアサポート部 アシスタントマネージャー 小島和恭

94 委員 マスコミ （株）読売新聞社 大津支局 支局長 河村真司

95 委員 マスコミ  （株）朝日新聞社 大津総局 総局長 勝部真一

96 委員 マスコミ  （株）毎日新聞社 大津支局 支局長 濱　弘明

97 委員 マスコミ  （株）日本経済新聞社 大津支局 支局長 橋立敬生

98 委員 マスコミ （株）産経新聞社 大津支局 支局長 広瀬一雄

99 委員 マスコミ （株）中日新聞社 大津支局 支局長 中山道雄

100 委員 マスコミ （株）京都新聞社 滋賀本社 編集部長 大橋晶子

101 委員 マスコミ 共同通信社 大津支局 支局長 太安淳一

102 委員 マスコミ （株）時事通信社 大津支局 支局長 寺沢健之

103 委員 マスコミ （株）京都放送（ＫＢＳ京都） 滋賀支社 支社長 堀士昌哉

104 委員 マスコミ びわ湖放送（株） 報道管理局長 大杉成聖

105 委員 マスコミ （株）エフエム滋賀 代表取締役社長 二反田隆治

106 委員 マスコミ エフエムひこねコミュニティ放送（株） 代表取締役社長 小幡善彦

107 委員 マスコミ （株）えふえむ草津 代表取締役 野添　勝

108 委員 マスコミ
びわ湖キャプテン株式会社
（FMひがしおうみ）

代表取締役 冨田正敏

109 委員 マスコミ 日本放送協会（ＮＨＫ） 大津放送局 局長 丘信行

110 委員 包括協定企業 （株）滋賀銀行 取締役頭取 高橋祥二郎

111 委員 包括協定企業 ヤマト運輸（株） 滋賀主管支店長 中村　勉

112 委員 包括協定企業 （株）コクヨ工業滋賀 代表取締役社長 前田賢一

113 委員 包括協定企業 大塚製薬（株） 京都支店 支店長 前田朋明

114 委員 包括協定企業 （株）関西アーバン銀行 頭取 橋本和正

115 委員 包括協定企業 日本郵便（株） 近畿支社 執行役近畿支社長 矢崎敏幸

116 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 河野幸彦


