
役　　職　　名 区　分 代理出席 出 席 備考

1 樋口　葉子 ふくしま子育て支援ネットワーク 代表世話人 ○ リモート

2 川﨑　興太 福島大学共生システム理工学類 教授 ○

3 渡部　美加
特定非営利活動法人喜多方市民活動サポート
ネットワーク 事務局長

○

4 横田　純子 特定非営利活動法人素材広場 理事長 ○

5 今野　泰 日本労働組合総連合会 福島県連合会 会長 団体推薦 ○

6 西﨑　芽衣 一般社団法人ならはみらい ○ リモート

7 和田　佳代子 いわき地域環境科学会 副会長 ○ リモート

8 酒井　美代子 公益社団法人福島県建築士会女性委員会 委員長 ○

9 菅野　孝志 福島県農業協同組合中央会 会長 団体推薦 ○

10 松本　秀樹 福島県森林組合連合会 代表理事専務 団体推薦 ○

11 野﨑　哲 福島県漁業協同組合連合会 代表理事会長 団体推薦 ○ リモート

12 轡田　倉治 福島県商工会連合会 会長 団体推薦 ○

13 渡邊　博美 福島県商工会議所連合会 会長 団体推薦
常任幹事
石井　浩

○

14 橋本　直子 須賀川瓦斯株式会社 代表取締役社長 ○ リモート

15 前澤　由美 特定非営利活動法人いわき緊急ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ　理事長 ○ リモート

16 木村　守和 一般社団法人福島県医師会 副会長 団体推薦
事務局長
馬場義文

○ リモート

17 小林　清美 一般財団法人福島県婦人団体連合会 会長 団体推薦 ○ リモート

18 立谷　秀清 福島県市長会 会長 団体推薦
常務理事兼事務局長

小松信之 ○

19 佐藤　淳一 福島県町村会 会長 団体推薦 ×

20 安斎　康史 株式会社福島民報社 編集局長 団体推薦 ○

21 小野　広司 福島民友新聞株式会社 編集局長 団体推薦 ○

22 塩谷　弘康 福島大学 副学長（総務担当） ○

23 岩崎　由美子 福島大学行政政策学類 教授 ○

24 伊藤　江梨 暁経営会計・伊藤江梨税理士事務所 代表 公　募 ○ リモート

25 南雲　勇多 東日本国際大学経済経営学部 准教授 公　募 ×

26 長林　久夫 日本大学工学部 名誉教授 特別委員 ○

27 岩瀬　次郎 会津大学 理事 特別委員 ○ リモート

28 福迫　昌之 東日本国際大学　学長代行 特別委員 ○ リモート

29 松澤　瞬 合同会社SCOP　代表社員 特別委員 ○ リモート

氏　　　名
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所　属 職　名 氏　名 備考

1  総務部 欠席

2  危機管理部 政策監 伊藤　智樹

3  企画調整部 企画調整課　主幹 佐藤　司

4  避難地域復興局 避難地域復興課　主幹 古内　忠信

5  文化スポーツ局 次長 佐藤　隆弘

6  生活環境部 企画主幹 髙橋　浩一

7  保健福祉部 政策監 菅野　俊彦

8  こども未来局 次長 長塚　仁一

9  商工労働部 政策監 紺野　香里

10  観光交流局 次長 今野　一宏

11  農林水産部 企画主幹兼副課長 戸城　和幸

12  土木部 次長 長嶺　勝広

13  出納局 次長 大江　賢一

14  企業局 次長 井戸川　伸

15  病院局 病院経営課長 菅野　康範

16  教育庁 政策監 本田　伸雄

17  教育庁 企画主幹兼副課長 田母神　賢一

18  警察本部 警務部　企画官 佐藤　敬

19  県北地方振興局 次長 関場　智彦

20  県中地方振興局 次長 根本　和代

21  県南地方振興局 次長兼企画商工部長 菅原　加代子

22  会津地方振興局 次長 須田　真一

23  南会津地方振興局 企画商工部市町村支援課主任主査 梶山　貴嗣

24  相双地方振興局 次長兼企画商工部長 橋本　雅之

25  いわき地方振興局 次長兼企画商工部長 渡辺　秀徳

【土地利用計画法 関連5法担当課】

所　属 職　名 氏　名 備考

1  自然保護課 課長 橋本　晃一

2  農業担い手課 課長 竹内　孝重

3  森林計画課 主幹 宗方　宏幸

4  森林保全課 主幹兼副課長 高原　尚人

5  都市計画課 課長 草野　秀夫

【事務局】

所　属 職　名 氏　名

1  企画調整部  部長 橘　清司

2  企画調整部  福島イノベーション･コースト構想推進監兼政策監兼企画推進室長 葉坂　聖一

3  企画調整部  復興・総合計画課長 佐藤　安彦

4  企画調整部  復興・総合計画課主幹兼副課長 (地方創生担当) 佐藤　秀啓

5  企画調整部  復興・総合計画課主幹（総合計画担当） 山田　清貴

6  企画調整部  復興・総合計画課主幹（土地・水調整担当） 遠藤　玄
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