
（敬称略）

番号 職名 機　関　・　団　体 役　職 氏　名 出欠

1 会長 岡山県 知事 伊原木 隆太 出

2 副会長 岡山市 市長 大森　雅夫 出

3 副会長 公益社団法人岡山県緑化推進協会 会長 小野　泰弘 出

4 副会長 岡山県 副知事 横田　有次 出

5 顧問 岡山県議会 議長 波多　洋治 出

6 委員 岡山県議会環境文化保健福祉委員会 委員長 木口　京子 出

7 委員 岡山県議会農林水産委員会 委員長 山本　雅彦 出

8 委員 林野庁近畿中国森林管理局岡山森林管理署 署長 坪木　直文 出

9 委員 環境省中国四国地方環境事務所 所長 上田　健二 出

10 委員 岡山県市長会 会長 片岡　聡一 出

11 委員 岡山県町村会 会長 山崎　親男 出

12 委員 中国学園大学・中国短期大学 学長 千葉　喬三 出

13 委員 岡山県立大学 理事長兼学長 沖　　陽子 出

14 委員 岡山県森林組合連合会 代表理事会長 小野　泰弘 出

15 委員 一般社団法人岡山県木材組合連合会 会長 田中　信行 出

16 委員 岡山県山林種苗協同組合 理事長 難波　芳英 欠

17 委員 一般社団法人岡山県森林協会 会長 山崎　親男 出

18 委員 岡山県林業研究グループ連絡協議会 会長 三木　敬臣 出

19 委員 岡山県農業協同組合中央会 代表理事会長 青江　伯夫 出

20 委員 岡山県商工会議所連合会 会長 松田　　久 出

21 委員 岡山県商工会連合会 会長 金谷　征正 出

22 委員 岡山県中小企業団体中央会 会長 晝田　眞三 出

23 委員 公益社団法人岡山県観光連盟 会長 岡﨑　　彬 出

24 委員 岡山県旅館ホテル生活衛生同業組合 理事長 永山　久徳 出

25 委員 西日本旅客鉄道株式会社岡山支社 執行役員岡山支社長 平島　道孝 出

26 委員 公益社団法人岡山県バス協会 会長 永山　久人 出

27 委員 一般社団法人岡山県婦人協議会 会長 大西　泰子 欠

28 委員 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会 会長 足羽　憲治 出

29 委員 岡山県小学校長会 会長 中尾　雅文 出

30 委員 岡山県中学校長会 会長 堀井　博司 出

31 委員 岡山県高等学校長協会 会長 起塚　郁夫 出

32 委員 岡山県私学協会 会長 金光　道晴 出

33 委員 岡山県特別支援学校長会 会長 平賀　和治 出

34 委員 公益財団法人岡山県環境保全事業団 理事長 坂井　俊英 出

35 委員 公益社団法人岡山県文化連盟 会長 若林　昭吾 出

36 委員 公益財団法人岡山県郷土文化財団 理事長 波田　善夫 出

37 委員 岡山県環境文化部 部長 古南　篤子 出

38 委員 岡山県産業労働部 部長 小林　健二 出

39 委員 岡山県農林水産部 部長 槙尾　俊之 出

40 委員 岡山県教育委員会 教育長 鍵本　芳明 出

41 委員 岡山県警察本部 本部長 扇澤　昭宏 出

42 参与 株式会社山陽新聞社 代表取締役社長 松田　正己 出

43 参与 株式会社朝日新聞社岡山総局 総局長 鈴木　　史 欠

44 参与 株式会社毎日新聞社岡山支局 支局長 安達　一正 出

45 参与 株式会社読売新聞社岡山支局 支局長 中舘　聡子 出

46 参与 株式会社産業経済新聞社岡山支局 支局長 織田　淳嗣 欠

47 参与 株式会社中國新聞社岡山支局 支局長 伊東　雅之 出

48 参与 株式会社日本経済新聞社岡山支局 支局長 田村　雅弘 出

49 参与 株式会社日刊工業新聞社岡山支局 支局長 大櫛　茂成 欠

50 参与 一般社団法人共同通信社岡山支局 支局長 土屋　　景 欠

51 参与 株式会社時事通信社岡山支局 支局長 山根 嘉久男 出

52 参与 日本放送協会岡山放送局 局長 滝沢　昌弘 出

53 参与 ＲＳＫ山陽放送株式会社 代表取締役社長 桑田　　茂 出

54 参与 岡山放送株式会社 代表取締役社長 中静 敬一郎 出

55 参与 西日本放送株式会社岡山本社中国総支社 総支社長 中川　弘之 出

56 参与 株式会社瀬戸内海放送岡山本社
取締役執行役員
岡山本社代表 三木　　栄 出

57 参与 テレビせとうち株式会社 代表取締役社長 土井　雅人 出

58 参与 岡山エフエム放送株式会社 代表取締役社長 塩飽　哲文 出

59 参与 岡山県ケーブルテレビ振興協議会 会長 石井　正人 出

60 監事 岡山市 会計管理者 田中　利直 出

61 監事 岡山県 出納局長 三浦　智美 出

取締役副社長 岩田成人

放送部長　竹内秀樹

専務取締役 永井 靖

報道制作部長 田村宏司

常務理事　小川敏朗

専務理事　黒住敏行

専務理事　大本誠二

専務理事　劒持敏朗

代表理事専務 池田 稔

参与(次長事務取扱)角田篤司

第74回全国植樹祭岡山県実行委員会設立総会　出席者名簿

場　所：メルパルク岡山１階「泰平」

代理出席者

日　時：令和２年11月16日（月）13：30～14：30


