
委　　員                            R4.4.1現在

職　　名 氏　名

大津市 大津市 副市長 清水　純 会長

学識経験者 龍谷大学文学部歴史学科日本史学専攻 教授 井上　学 副会長

市民団体 大津市自治連合会 大石学区自治連合会長 岡田　健次

市民団体 大津市地域女性団体連合会 副会長 後藤　佳子

市民団体 大津市老人クラブ連合会 女性部長 松田　千江子

市民団体 大津市ＰＴＡ連合会 会長 後藤　祐紀

商工会 大津商工会議所 常務理事・事務局長 山田　崇 監査委員

商工会 瀬田商工会 課長 野田　厚志

商工会 大津北商工会 事務局長 井上　英男

運輸関連団体 （一社）滋賀県バス協会 専務理事 野村　義明

運輸関連団体 （一社）滋賀県タクシー協会 専務理事 松尾　武文

運輸関連団体 日本私鉄労働組合総連合会　私鉄滋賀県協議会　 議長 白﨑　直樹

運輸行政機関 国土交通省　近畿運輸局　滋賀運輸支局　企画輸送監査部門 首席運輸企画専門官 野口　英樹

運輸行政機関 滋賀県　土木交通部　交通戦略課 課長補佐 福島　森 監査委員

道路管理者 国土交通省　近畿地方整備局　滋賀国道事務所 副所長 南　良和

道路管理者 滋賀県　大津土木事務所 次長(技術） 井元　浩之

公安委員会 滋賀県　大津警察署 交通第一課　課長 高岡　裕子

公安委員会 滋賀県　大津北警察署 交通課　課長 大森　睦浩

公共交通事業者 西日本旅客鉄道㈱　京都支社 地域共生室　室長 野口　明

公共交通事業者 京阪電気鉄道㈱　 経営企画部　部長 前田　勝

公共交通事業者 近江鉄道㈱　
取締役執行役員
自動車部長

北村　真治

公共交通事業者 京阪バス㈱ 経営企画室　代表部長 橋野　基宣

公共交通事業者 江若交通㈱ 運輸部　企画課長 大槻　幸彦

公共交通事業者 帝産湖南交通㈱ 専務取締役 喜多　正美

公共交通事業者 琵琶湖タクシー㈱ 取締役　営業部部長 正田　剛

公共交通事業者 大津第一交通㈱ 代表取締役 北浦　歳彦

大津市 政策調整部 部長 平尾　伸之

大津市 福祉部 部長 安孫子　豊

大津市 健康保険部 部長 小野　昌幸

大津市 産業観光部 部長 南堀　弘

大津市 環境部 部長 初田　久徳

大津市 都市計画部 部長 内川　直樹

大津市 建設部 部長 松澤　秀夫

大津市 教育委員会 教育部長 高野　早人

事務局：地域交通政策課
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幹　　事 R4.4.1現在

職　　名 氏　名

学識経験者 龍谷大学文学部歴史学科日本史学専攻 教授 井上　学 幹事長

市民団体 大津市自治連合会 大石学区自治連合会長 岡田　健次

市民団体 大津市地域女性団体連合会 副会長 後藤　佳子

市民団体 大津市老人クラブ連合会 女性部長 松田　千江子

市民団体 大津市ＰＴＡ連合会 会長 後藤　祐紀

商工会 大津商工会議所 理事　 内田　裕

商工会 瀬田商工会 課長 野田　厚志

商工会 大津北商工会 事務局長 井上　英男

運輸関連団体 （一社）滋賀県バス協会 専務理事 野村　義明

運輸関連団体 （一社）滋賀県タクシー協会 専務理事 松尾　武文

運輸行政機関 国土交通省　近畿運輸局　滋賀運輸支局　企画輸送監査部門 首席運輸企画専門官 野口　英樹

運輸行政機関 滋賀県　土木交通部　交通戦略課 課長補佐 福島　森

道路管理者 国土交通省　近畿地方整備局　滋賀国道事務所 計画課　課長 水野　洋幸

道路管理者 滋賀県　大津土木事務所 道路計画課　課長 西川　佳宏

公安委員会 滋賀県　大津警察署 交通第一課　係長 原田　毅

公安委員会 滋賀県　大津北警察署
交通課
企画規制係　係長

國分　章

公共交通事業者 西日本旅客鉄道㈱　京都支社 地域共生室　室長代理 平野　暁子

公共交通事業者 京阪電気鉄道㈱ 経営企画部　部長 前田　勝

公共交通事業者 近江鉄道㈱ 取締役執行役員 北村　真治

公共交通事業者 京阪バス㈱ 経営企画室　代表部長 橋野　基宣

公共交通事業者 江若交通㈱ 運輸部　企画課長 大槻　幸彦

公共交通事業者 帝産湖南交通㈱ 専務取締役 喜多　正美

公共交通事業者 琵琶湖タクシー㈱ マネージャー 山下　美弘

公共交通事業者 大津第一交通㈱ 営業主任 松谷　章司

大津市 政策調整部　企画調整課 課長 木元　宏樹

大津市 福祉部　障害福祉課 課長 古蒔　一也

大津市 健康保険部　長寿政策課 課長 西本　美和

大津市 産業観光部　観光振興課 課長 川島　英和

大津市 環境部　施設整備課 課長 梅野　博英

大津市 都市計画部　都市計画課 課長 松邨　友則

大津市 都市計画部　市街地整備課 課長 草薙　卓

大津市 建設部　道路建設課 課長 鬼塚　泰二

大津市 建設部　道路・河川管理課 課長 馬場　靖

大津市 建設部　路政課 課長 米沢　昌彦

大津市 教育委員会　学校教育課 課長 冨永　幸彦

事務局：地域交通政策課

令和４年度　大津市地域公共交通活性化協議会　幹事名簿

分　野 所　　属
委　　員

摘要
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