
平成30年４月21日現在

所属団体・職名（順不同） 氏　名　（敬称略）

長野県知事 阿部　守一

松本市長 菅谷　昭

大町市長 牛越　徹

塩尻市長 小口　利幸

安曇野市長 宮澤　宗弘

公益財団法人都市緑化機構理事長 輿水　肇

所属団体・職名（順不同） 氏　名　（敬称略）

長野県会計管理者 塩谷　幸隆

松本市会計管理者 松田　佳子

大町市会計管理者 西沢　美千夫

塩尻市会計管理者 赤津　光晴

安曇野市会計管理者 細萱　賢

公益財団法人都市緑化機構総務部長 桑原　正敏

所属団体・職名（順不同） 氏　名　（敬称略）

一般社団法人長野県経営者協会会長 山浦　愛幸

長野県中小企業団体中央会会長 春日　英廣

一般社団法人長野県商工会議所連合会会長 北村　正博

長野県商工会連合会会長 柏木　昭憲

松本商工会議所会頭 井上　保

大町商工会議所会頭 坂中　正男

塩尻商工会議所会頭 山田　正治

安曇野市商工会会長 齊藤　正昭

一般社団法人長野県銀行協会会長 湯本　昭一

長野県信用金庫協会会長 原　徹爾

長野県信用組合協会会長 黒岩　清

一般社団法人全国労働金庫協会長野県労働金庫理事長 髙橋　精一

一般社団法人長野県観光機構理事長 野原　莞爾

一般社団法人松本観光コンベンション協会会長 井上　保

大町市観光協会会長 牛越　徹

一般社団法人塩尻市観光協会会長 熊谷　則之

一般社団法人安曇野市観光協会会長 丸山　庄一

一般社団法人日本旅行業協会関東支部長野県地区委員会委員長 中村　英二

一般社団法人長野県旅行業協会理事長 相馬　靖子

長野県旅館ホテル組合会会長 久保田　茂登

公益社団法人長野県バス協会会長 中島　一夫

一般社団法人長野県タクシー協会協会長 滝川　哲也

東日本旅客鉄道株式会社執行役員長野支社長 伊藤　悦郎

東海旅客鉄道株式会社東海鉄道事業本部長 森　厚人

株式会社フジドリームエアラインズ九州統括営業支店長兼信越営業支店長 大庭　武

東日本高速道路株式会社関東支社長 髙橋　知道

中日本高速道路株式会社八王子支社長 野口　英正
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所属団体・職名（順不同） 氏　名　（敬称略）区　　　分

一般社団法人長野県造園建設業協会会長 山嵜　信幸

一般社団法人長野県建設業協会会長 藏谷　伸一

一般社団法人長野県建築士会会長 場々　洋介

一般財団法人日本造園修景協会長野県支部支部長 佐々木　邦博

一般社団法人日本造園組合連合会長野県支部支部長 八木澤　清隆

一般社団法人日本植木協会長野県支部長 百瀬　直明

一般社団法人日本公園施設業協会関東・甲信越支部支部長 佐藤　勉

一般社団法人ランドスケープコンサルタンツ協会関東支部長 新井　豊

ＮＰＯ長野県環境緑化協力会理事長 山嵜　信幸

松本市緑化協会理事長 奥原　正司

安曇野市緑化協会会長 斉藤　忠重

全国農業協同組合連合会長野県本部県本部長 小林　哲男

長野県鉢花園芸組合組合長 鵜飼　和仁

一般社団法人日本種苗協会長野県支部支部長 草間　龍也

長野県生花商業協同組合理事長 濱　洋一

公益社団法人日本フラワーデザイナー協会長野県支部長 金澤　明美

一般社団法人日本ハンギングバスケット協会長野県支部長長野県支部長 竹下　光重

長野県華道教育会会長 尾関　百合子

長野県園芸作物生産振興協議会会長 北原　富裕

長野県山林種苗協同組合理事長 冨澤　修一

長野県森林組合連合会代表理事会長 藤原　忠彦

長野県木材協同組合連合会理事長 宮崎　正毅

公益財団法人長野県緑の基金理事長 宇都宮　保

長野県みどりの少年団連盟会長 加藤　英郎

一般社団法人日本樹木医会長野県支部支部長 原　孝昭

一般社団法人長野県環境保全協会会長 山浦　愛幸

塩尻市緑化協会理事長 山田　義仁

長野県教育委員会教育長 原山　隆一

長野県国公立幼稚園・こども園長会会長 三ツ井　千惠子

一般社団法人長野県保育連盟会長 海野　暁光

長野県小学校長会会長 前田　好文

長野県中学校長会会長 武田　育夫

長野県特別支援学校校長会会長 矢野口　仁

長野県高等学校長会会長 内堀　繁利

長野県ＰＴＡ連合会会長 大島　修

長野県高等学校ＰＴＡ連合会会長 松下　妙子

長野県市町村教育委員会連絡協議会会長 坂口　昌夫

一般社団法人長野県連合婦人会会長 中條　智子

一般社団法人ガールスカウト長野県連盟連盟長 鮎澤　美知

日本ボーイスカウト長野県連盟理事長 出田　行徳

長野県公民館運営協議会会長 小林　公子

長野県社会教育委員連絡協議会会長 小池　玲子

長野県芸術文化協会会長 松山　光

長野県レクリエーション協会会長 竹中　雅幸

一般社団法人長野県私立幼稚園・認定こども園協会理事長 窪田　英一

長野県私立中学高等学校協会会長 桜井　達雄

公益社団法人長野県私学教育協会理事長 宮川　義典

一般社団法人長野県私立短期大学協会理事長 芝山　豊

一般社団法人長野県専修学校各種学校連合会理事長 小林　勝彦

国立大学法人信州大学学長 濱田　州博

学校法人松本歯科大学学長 川原　一祐

学校法人松商学園松本大学学長 住吉　廣行

学校法人松本学園松本短期大学学長 木内　義勝

公益財団法人長野県国際化協会理事長 マキナリー　浩子
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所属団体・職名（順不同） 氏　名　（敬称略）区　　　分

松本市町会連合会会長 平林　大喬

松本市緑化推進委員協議会会長 田中　栄一

街を花いっぱいにする会会長 菅谷　昭

中信華道会会長 原　佳代子

ＮＰＯ法人アルプス善意通訳協会理事長 中田　和子

大町市連合自治会会長 中村　勝彦

塩尻市区長会会長 市川　正男

安曇野市区長会会長 重野　義博

ライオンズクラブ国際協会334-E地区地区ガバナー 山邉　正重

公益財団法人長野県長寿社会開発センター理事長 内山　二郎

一般財団法人長野県老人クラブ連合会会長 池上　弘祥

ＮＰＯ法人長野県セルプセンター協議会理事長 小池　邦子

一般社団法人長野県医師会会長 関　隆教

公益社団法人長野県看護協会会長 松本　あつ子

長野県市長会会長 小口　利幸

長野県市議会議長会会長 小林　治晴

長野県町村会会長 藤原　忠彦

長野県町村議会議長会会長 久保田　三代

松川村長 平林　明人

松本広域連合広域連合長 菅谷　昭

北アルプス広域連合広域連合長 牛越　徹

国土交通省関東地方整備局建政部公園調整官 山口　亜希子

国土交通省関東地方整備局長野国道事務所長 塩谷　正広

長野県建設部長 長谷川　朋弘

長野県松本地域振興局長 小野　浩美

長野県北アルプス地域振興局長 中村　正人

長野県松本建設事務所長 藤池　弘

長野県安曇野建設事務所長 飯森　正敏

長野県大町建設事務所長 清水　孝二

松本市建設部長 小出　光男

大町市建設水道部長 川上　武

塩尻市建設事業部長 百瀬　孝仁

安曇野市都市建設部長 横山　正

公益財団法人都市緑化機構専務理事 宮下　和正

所属団体・職名（順不同） 氏　名　（敬称略）

信濃毎日新聞株式会社代表取締役社長 小坂　壮太郎

株式会社読売新聞社長野支局支局長 三橋　信

株式会社朝日新聞社長野総局総局長 石川　幸夫

株式会社中日新聞社長野支局支局長 石川　浩

株式会社日本経済新聞社松本支局支局長 竹内　雅人

株式会社毎日新聞社長野支局支局長 長沢　英次

株式会社産業経済新聞社長野支局支局長 松本　浩史

一般社団法人共同通信社長野支局支局長 山鹿　秀一

株式会社時事通信社長野支局支局長 阿部　正人

株式会社市民タイムス代表取締役 新保　力

大糸タイムス株式会社代表取締役社長 水久保　節

日本放送協会長野放送局局長 土岐　健

信越放送株式会社代表取締役社長 渡辺　雅義

株式会社長野放送代表取締役社長 外山　衆司

株式会社テレビ信州代表取締役社長 盛　浩二

長野朝日放送株式会社代表取締役社長 土屋　英樹

株式会社テレビ松本ケーブルビジョン代表取締役社長 佐藤　浩市

あづみ野テレビ株式会社代表取締役社長 伊藤　勝

長野エフエム放送株式会社代表取締役社長 石川　佳一

エフエムまつもと株式会社代表取締役 宮澤　徹

あづみ野エフエム放送株式会社代表取締役 花村　薫
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所属団体・職名（順不同） 氏　名　（敬称略）区　　　分

国土交通大臣 石井　啓一

国土交通省都市局長 栗田　卓也

国土交通省関東地方整備局長 泊　宏

長野県議会議長 鈴木　清

松本市議会議長 上條　俊道

大町市議会議長 勝野　富男

塩尻市議会議長 金田　興一

安曇野市議会議長 小松　洋一郎

公益財団法人都市緑化機構会長 矢野　龍
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