
№ 職名 区分 所属 役職

1 国立大学法人福島大学 行政政策学類教授

2 公立大学法人福島県立医科大学 災害医療総合学習センター副センター長

3 郡山女子大学・短期大学部 学長

4 桜の聖母短期大学 生活科学科食物栄養専攻責任者

5 福島学院大学短期大学部 教授

6 公立大学法人会津大学短期大学部 学部長

7 学校法人永和学園 日本調理技術専門学校 教務部長

8 一般社団法人福島県医師会 常任理事

9 一般社団法人福島県歯科医師会 会長

10 一般社団法人福島県薬剤師会 会長

11 公益社団法人福島県栄養士会 会長

12 一般社団法人福島県歯科衛生士会 会長

13 公益社団法人福島県看護協会 会長

14 公益社団法人福島県食品衛生協会 会長

15 一般社団法人福島県調理師会 会長

16 福島県食生活改善推進連絡協議会 会長

17 福島県国公立幼稚園・こども園長会 会長

18 福島県保育協議会 会長

19 福島県小学校長会 事務局長

20 福島県中学校長会 事務局長

21 福島県高等学校長協会 家庭部会長

22 福島県ＰＴＡ連合会 会長

23 公益財団法人福島県学校給食会 事務局長

24 福島県学校給食研究会 会長

25 全国栄養教諭・学校栄養職員協議会福島県支部 支部長

26 福島県農業協同組合中央会 常務理事

27 福島県漁業協同組合連合会 代表理事会長

28 観光関係 公益財団法人福島県観光物産交流協会 理事長

29 福島県商工会連合会 会長

30 福島県商工会議所連合会 会長

31 福島県中小企業団体中央会 会長

32 福島県食育応援企業団 福島ヤクルト販売株式会社 常務取締役

33 株式会社福島民報社 代表取締役社長

34 福島民友新聞株式会社 代表取締役社長

35 株式会社時事通信社福島支局 支局長

36 日本放送協会福島放送局 局長

37 株式会社ラジオ福島 代表取締役社長

38 株式会社エフエム福島 代表取締役社長

39 福島テレビ株式会社 代表取締役社長

40 株式会社福島中央テレビ 代表取締役社長

41 株式会社福島放送 代表取締役社長

42 株式会社テレビユー福島 代表取締役社長

43 東北農政局 局長

44 福島県市長会 常務理事兼事務局長

45 福島県町村会 事務局長

46 郡山市 市長

47 郡山市教育委員会 教育長

48 福島県教育委員会 教育長

49 福島県 知事

50 危機管理部　災害対策課 課長

51 危機管理部　原子力安全対策課放射線監視室 室長

52 企画調整部　企画調整課 課長

53 企画調整部　地域振興課 課長

54 生活環境部　消費生活課 課長

55 保健福祉部　健康増進課 課長

56 保健福祉部　食品生活衛生課 課長

57 保健福祉部（こども未来局）　子育て支援課 課長

58 商工労働部（観光交流局）　観光交流課 課長

59 商工労働部（観光交流局）　県産品振興戦略課 課長

60 農林水産部　農業振興課 課長

61 農林水産部　農産物流通課 課長

62 教育庁　健康教育課 課長

63 県中地方振興局 局長

64 県中保健福祉事務所 所長

別表１（第４条関係）

商工関係

報道関係

行政機関等

学校関係

医療・保健等関係

農林水産関係

保育・学校関係

［委員名簿］

事務局

委員

３



№ 職名 区分 所属 役職

1 学校関係 国立大学法人福島大学 行政政策学類教授

2 医療・保健関係 公益社団法人福島県看護協会 会長

3 福島県商工会連合会 事務局長

4 福島県商工会議所連合会 福島商工会議所総合企画部次長

5 福島県中小企業団体中央会 事務局長

6 福島県市長会 主幹

7 福島県町村会 総務課長

8 郡山市 地域保健課長補佐

9 郡山市教育委員会 学校管理課指導主事

10 福島県教育委員会 健康教育課指導主事

11 企画調整部　企画調整課

12 企画調整部　地域振興課

13 保健福祉部　健康増進課

14 農林水産部　農産物流通課

15 教育庁　健康教育課

1 郡山女子大学・短期大学部 家政科食物栄養専攻教授

2 桜の聖母短期大学 生活科学科食物栄養専攻准教授

3 准教授

4 准教授

5 学校法人永和学園 日本調理技術専門学校 教務部長

6 一般社団法人福島県医師会 常任理事

7 一般社団法人福島県歯科医師会 理事

8 一般社団法人福島県薬剤師会 常務理事

9 公益社団法人福島県栄養士会 会長

10 福島県小学校長会 幹事

11 福島県中学校長会 庶務

12 公益財団法人福島県学校給食会 主任栄養技師

13 福島県学校給食研究会 栄養士部会長

14 副支部長

15 会員

16 福島県農業協同組合中央会 組織経営部長

17 福島県漁業協同組合連合会 参事兼指導部長

18 観光関係 公益財団法人福島県観光物産交流協会 物産部長兼産品振興課長

19 福島県食育応援企業団 福島ヤクルト販売株式会社 直販営業課長

20 株式会社福島民報社 広告局企画推進部長

21 株式会社エフエム福島 福島支社長

22 郡山市 地域保健課技査

23 福島県教育委員会 健康教育課指導主事

24 危機管理部　災害対策課

25 危機管理部　原子力安全対策課放射線監視室

26 生活環境部　消費生活課

27 保健福祉部　健康増進課

28 保健福祉部　食品生活衛生課

29 保健福祉部（こども未来局）　子育て支援課

30 農林水産部　農産物流通課

31 教育庁　健康教育課

32 県中保健福祉事務所

1 観光関係 公益財団法人福島県観光物産交流協会 観光部長

2 福島民友新聞株式会社 総務部長

3 株式会社ラジオ福島 営業局長代理

4 福島テレビ株式会社 総務部長

5 株式会社福島中央テレビ 報道制作局次長兼福島報道部長

6 株式会社福島放送 編成業務部長

7 株式会社テレビユー福島 取締役総務局長

8 郡山市 地域保健課管理係長

9 福島県教育委員会 健康教育課指導主事

10 保健福祉部　健康増進課

11 商工労働部（観光交流局）　観光交流課

12 商工労働部（観光交流局）　県産品振興戦略課

13 農林水産部　農業振興課

14 農林水産部　農産物流通課

15 教育庁　健康教育課

16 県中地方振興局

別表２（第９条関係）

［部会名簿］

総務部会

企画部会

広報部会

学校関係

医療・保健関係

保育・学校関係

事務局

行政機関等

事務局

商工関係

報道関係

公立大学法人会津大学短期大学部

全国栄養教諭・学校栄養職員協議会福島県支部

報道関係

事務局

農林水産関係

行政機関等

行政機関等

４


