
福島県首都機能移転促進県民会議構成団体等名簿
H29.6.30

役職 団　　　　体　　　　名 代表者職　 役職 団　　　　体　　　　名 代表者職　

1 副会長 福島県商工会議所連合会 会長　 1 福島市 市長

2 監事 福島県商工会連合会 会長 2 会津若松市 市長

3 福島県中小企業団体中央会 会長 3 郡山市 市長

4 福島県経営者協会連合会 会長 4 いわき市 市長

5 福島経済同友会 
代表幹事 5 白河市 市長

6 監事 (一社)福島県銀行協会 代表理事会長 6 須賀川市 市長

7 福島県信用金庫協会 会長 7 喜多方市 市長

8 副会長 福島県農業協同組合中央会 会長 8 相馬市 市長

9 （一社）福島県農業会議 代表理事会長 9 二本松市 市長

10 福島県森林組合連合会 代表理事会長 10 田村市 市長

11 (公社)福島県森林・林業・緑化協会 会長 11 南相馬市 市長

12 福島県漁業協同組合連合会 代表理事会長 12 伊達市 市長

13 福島県土地改良事業団体連合会 会長 13 本宮市 市長

14 (株)福島民報社 代表取締役社長 14 桑折町 町長

15 福島民友新聞(株) 代表取締役社長 15 国見町 町長

16 (株)ラジオ福島 代表取締役社長 16 川俣町 町長

17 (株)エフエム福島 代表取締役社長 17 大玉村 村長

18 福島テレビ(株)　 代表取締役社長 18 鏡石町 町長

19 (株)福島中央テレビ 代表取締役社長 19 天栄村 村長

20 (株)テレビユー福島 代表取締役社長 20 下郷町 町長

21 (株)福島放送 代表取締役社長 21 檜枝岐村 村長

22 (一社)福島県医師会 会長 22 只見町 町長

23 (公社)福島県歯科医師会 会長 23 南会津町 町長

24 (一社)福島県薬剤師会 会長 24 北塩原村 村長

25 (社福)福島県社会福祉協議会 会長 25 西会津町 町長

26 (公社)日本青年会議所東北地区福島ブロック協議会 会長 26 磐梯町 町長

27 福島県私学団体総連合会 会長 27 猪苗代町 町長

28 (一財)福島県婦人団体連合会 会長 28 会津坂下町 町長

29 福島県商工会議所青年部連合会 会長 29 湯川村 村長

30 福島県商工会議所女性会連合会 会長 30 柳津町 町長

31 福島県商工会青年部連合会 会長 31 三島町 町長

32 福島県商工会女性部連合会 会長 32 金山町 町長

33 福島県中小企業青年中央会 会長 33 昭和村 村長

34 (一財)福島県自動車会議所 会長 34 会津美里町 町長

35 (一社)福島県建設業協会 会長 35 西郷村 村長

36 (一社)福島県建築士事務所協会 会長 36 泉崎村 村長　

37 (一社)福島県電設業協会 会長 37 中島村 村長

38 (一社)福島県測量設計業協会 会長 38 矢吹町 町長

39 (一社)福島県空調衛生工事業協会 会長 39 棚倉町 町長

40 (一社)福島県土地改良建設協会 会長 40 矢祭町 町長

41 (一社)福島県造園建設業協会 会長 41 塙町 町長

42 福島県生コンクリート工業組合 理事長 42 鮫川村 村長

43 東日本電信電話(株)福島支店 支店長 43 石川町 町長

44 東京電力ホールディングス(株)　福島復興本社復興推進室 室長 44 玉川村 村長

45 東北電力(株)福島支店 執行役員福島支店長 45 平田村 村長

46 福島空港ビル(株） 代表取締役社長 46 浅川町 町長

47 (公社)福島県バス協会 会長 47 古殿町 町長

48 (株)東邦銀行 取締役頭取 48 三春町 町長

49 (株)福島銀行 取締役社長 49 小野町 町長

50 (株)大東銀行 取締役社長 50 広野町 町長

51 (公財)福島県老人クラブ連合会 会長 51 楢葉町 町長

52 日本労働組合総連合会福島県連合会 会長 52 富岡町 町長

53 会長 福島県 知事 53 川内村 村長

54 副会長 福島県議会 議長 54 大熊町 町長

55 副会長 福島県市長会 会長 55 双葉町 町長

56 副会長 福島県町村会 会長 56 浪江町 町長

57 福島県市議会議長会 会長 57 葛尾村 村長

58 福島県町村議会議長会 会長 58 新地町 町長

59 飯舘村 村長
〇　設　　　　 立： 平成１２年２月４日
〇　構成団体等： １１７団体　　　　　　　※　幹事： 着色した団体等の事務局長、理事、県企画調整部長等


