
別表（第４条関係） 「きれいに暮らす奈良県スタイル」推進協議会の構成員 

所属 構成員名 

団

体 

一般社団法人 奈良経済産業協会 会長  林田 壽昭 

一般社団法人 奈良県建設業協会 会長  山上 雄平 

一般社団法人 奈良県産業廃棄物協会 会長  川崎 勝也 

一般財団法人 奈良県ビジターズビューロー 副理事長  福井 義尚 

公益財団法人 奈良県緑化推進協会 常務理事  酒元 健司 

奈良県漁業協同組合連合会 代表理事会長  小川 彰信 

奈良県広告美術塗装業協同組合 理事長  松本 淳 

奈良県商工会議所連合会 会長  小山 新造 

奈良県商工会連合会 会長  松塚 幾善 

奈良県森林組合連合会 代表理事会長  北村又左衞門 

奈良県地域婦人団体連絡協議会 会長  岡波 圭子 

奈良県中小企業団体中央会 会長  佐藤 進 

奈良県農業協同組合 経営管理委員会 会長  中出 篤伸 

奈良県木材協同組合連合会 会長  谷奥 忠嗣 

奈良県旅館・ホテル生活衛生同業組合女性部あゆみ会 会長  上田 トクヱ 

秋篠川源流を愛し育てる会 会長  青島 行男 

安堵桜遊会（岡崎川の桜並木を守る会） 会長  福田 昭彦 

NPO法人 エコ葛城市民ネットワーク 理事長  木村 好克 

NPO法人 山野草の里づくりの会 理事長  村上 秀夫 

NPO法人 平城宮跡サポートネットワーク 理事長  鈴木 浩 

春日山原始林を未来へつなぐ会 会長  遊津 隆義 

昭和工業団地協議会 会長  川端 章代 

曽爾街道風景つくり隊 隊長  松井 進 

奈良県環境県民フォーラム 代表  大石 正 

奈良県地球温暖化防止活動推進センター センター長  当麻 潔 

緑友会 会長  長谷川 勝利 

企

業

等 

イオンリテール株式会社 近畿カンパニー エリア政策グループ 松村 剛男 

大阪ガス株式会社 エナジーソリューション事業部 

業務部 

地域共創第３チーム           

マネジャー  清水 拓哉 

株式会社ジェイテクト 奈良工場 工場長  森本 知久 

株式会社積水化成品天理 代表取締役社長  吉原 法博 

株式会社 南都銀行 取締役頭取  橋本 隆史 

株式会社明新社 代表取締役社長  乾 昌弘 

関西電力送配電株式会社 理事 奈良支社長  谷原 武 

近畿日本鉄道株式会社 代表取締役副社長  西崎 一 

佐藤薬品工業株式会社 代表取締役社長  佐藤 進 

三和澱粉工業株式会社 代表取締役会長  森本 俊一 

（令和４年１２月現在） 



                                        ※五十音順、ただし市町村は建制順 

所属 構成員名 

企

業

等 

市民生活協同組合ならコープ 理事  森本 宏美 

シャープ株式会社  
スマートビジネスソリューション事業  

本部 総務部 部長  中園 保 

宗教法人 天理教 総務部長  鹿尾 辰文 

ＤＭＧ森精機株式会社 代表取締役副社長  玉井 宏明 

奈良交通株式会社 代表取締役社長  森島 和洋 

奈良トヨタ株式会社 代表取締役社長  菊池 攻 

奈良トヨペット株式会社 代表取締役社長  菊池 武之祐 

西日本旅客鉄道株式会社 
常務理事 近畿統括本部 阪奈支社長  

水口 英樹 

パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 
スマートエネルギーシステム事業部  

奈良総務・施設課 課長  山内 幸治 

大和信用金庫 理事長  中村 正德 

学

識

者 

ヴィジュアルデザイナー 岩井 珠惠 

奈良佐保短期大学 元教授 北口 照美 

奈良学園大学 保健医療学部 教授  阪元 勇輝 

橋本経営・環境システム研究所 代表  橋本 武一 

大阪産業大学大学院人間環境学研究科 教授  花田 眞理子 

近畿大学 総合社会学部 教授  久 隆浩 

奈良教育大学 教育学部 教授  藤井 智康 

県

会

議

員 

奈良県議会議員 西川 圴 

奈良県議会議員 太田 敦 

奈良県議会議員 池田 慎久 

奈良県議会議員 山村 幸穂 

国 

環境省 近畿地方環境事務所 資源循環課 課長  山根 正慎 

国土交通省 近畿地方整備局 奈良国道事務所 所長  種蔵 史典 

国土交通省 近畿地方整備局 大和川河川事務所 所長  山本 浄二 

林野庁 近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所 所長  牧田 圭司 

市

町

村 

奈良市 市長  仲川 げん 

大和高田市 市長  堀内 大造 

天理市 市長  並河 健 

橿原市 市長  亀田 忠彦 

桜井市 市長  松井 正剛 

五條市 市長  太田 好紀 

王寺町 町長  平井 康之 

大淀町 町長  辻本 眞宏 

県 

奈良県 知事  荒井 正吾 

奈良県 副知事  村井 浩 

奈良県水循環・森林・景観環境部 部長  塩見 浩之 


