
全国街道交流会議第１１回全国大会「福島大会」実行委員会　【実行委員】
H28.04.01現在

実行委員会 所属 役　職 氏　名

実行委員長 福島市長 小林　香

副実行委員長 伊達市長 仁志田　昇司

副実行委員長 相馬市長 立谷　秀清

副実行委員長 米沢市長 中川　勝

副実行委員長 桑折町長 髙橋　宣博

副実行委員長 特定非営利活動法人 全国街道交流会議 代表理事 藤本　貴也

副実行委員長 福島商工会議所 会頭 渡邊　博美

委　員 福島県商工労働部観光交流局 局長 橋本　明良

委　員 福島県県北地方振興局 局長 阿部　敏明

委　員 福島県土木部 部長 大河原　聡

委　員 福島県県北建設事務所 所長 大谷　誠二

委　員 福島県相馬港湾建設事務所 所長 宗像　良夫

委　員 山形県置賜総合支庁 支庁長 武田　一夫

委　員 伊達市商工会 会長 渡邊　武

委　員 保原町商工会 会長 佐藤　晃司

委　員 桑折町商工会 会長 渋谷　浩一

委　員 相馬商工会議所 会頭 新妻　良一

委　員 米沢商工会議所 会頭 吉野　徹

委　員 国土交通省東北地方整備局 道路部長 山田　哲也

委　員 国土交通省東北地方整備局 福島河川国道事務所長 石井　宏明

委　員 国土交通省東北地方整備局 山形河川国道事務所長 廣瀬　健二郎

委　員 国土交通省東北地方整備局 磐城国道事務所長 松田　和香

委　員 国土交通省東北運輸局 観光部長 飛田　章

委　員 経済産業省東北経済産業局 産業部長 木村　研一

委　員 公益財団法人 福島県観光物産交流協会 理事長 髙荒　昌展

委　員 一般社団法人 福島市観光コンベンション協会 会長 渡邉　和裕

委　員 伊達市観光物産協会 会長 丹野　善一

委　員 相馬市観光協会 会長 新妻　良一

委　員 一般社団法人 米沢観光物産協会 会長 小嶋　彌左衛門

委　員 東日本高速道路株式会社 常務執行役員 東北支社長 小島　治雄

委　員 一般社団法人 東北地域づくり協会 理事長 菅原　政一

委　員 とうほく街道会議 会長代行 梅津　輝雄

委　員 ふくしまけん街道交流会 代表世話人 沼田　典雄

委　員 東北観光推進機構 専務理事 推進本部長 紺野　純一

監　事 特定非営利活動法人 全国街道交流会議 理事 長澤　純一

監　事 福島市会計管理者 川村　栄司



全国街道交流会議第１１回全国大会「福島大会」実行委員会　【幹事】 H28.04.01現在

幹事会 所　属 役　職 氏　名

幹事長 福島市建設部長 佐藤　務

副幹事長 伊達市建設部長 佐藤　博史

副幹事長 相馬市建設部長 中西　健一郎

副幹事長 米沢市建設部長 杉浦　隆治

副幹事長 桑折町産業振興課長 鈴木　日出夫

副幹事長 福島商工会議所 専務理事 石井　浩

副幹事長 特定非営利活動法人 全国街道交流会議 専務理事 古賀　方子

幹　事 福島市商工観光部長 若月　勉

幹　事 伊達市建設部 管理課長 八巻　忠夫

幹　事 伊達市建設部 高速道路推進室長 塚原　宏

幹　事 伊達市産業部長 菅野　康弘

幹　事 伊達市産業部 商工観光課長 髙野　真治

幹　事 相馬市産業部長 渡部　卓

幹　事 米沢市建設部 都市整備課長 山口　正廣

幹　事 米沢市産業部長 山口　昇一

幹　事 米沢市産業部 観光課長 佐藤　恵一

幹　事 福島県商工労働部観光交流局 観光交流課長 吾妻　嘉博

幹　事 福島県県北地方振興局 企画商工部長 阿部　栄一郎

幹　事 福島県土木部 高速道路室長 和田　眞

幹　事 福島県県北建設事務所 主幹兼企画管理部長 服部　雅道

幹　事 福島県相馬港湾建設事務所 次長 猪狩　倫

幹　事 山形県置賜総合支庁建設部 道路計画課長 渡部　敏志

幹　事 伊達市商工会 事務局長 松田　一衛

幹　事 保原町商工会 事務局長 大槻　喜健

幹　事 桑折町商工会 事務局長 須田　正則

幹　事 相馬商工会議所 専務理事 和田山　雄康

幹　事 米沢商工会議所 専務理事 柴田　正孝

幹　事 国土交通省 東北地方整備局 道路部 道路計画第二課長 赤森　充

幹　事 国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所 副所長 佐野　智樹

幹　事 国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所 副所長 千葉　富彦

幹　事 国土交通省 東北地方整備局 磐城国道事務所 副所長 石井　重好

幹　事 国土交通省 東北運輸局 観光部 観光振興課長 伊藤　一哉

幹　事 経済産業省 東北経済産業局 産業部 産業振興課長 岡崎　孝俊

幹　事 公益財団法人 福島県観光物産交流協会 常務理事 徳永　勝男

幹　事 一般社団法人 福島市観光コンベンション協会 総務担当部長 持地　啓至

幹　事 伊達市観光物産協会 事務局長 佐藤　芳明

幹　事 相馬市観光協会 事務局長 伊東　博之

幹　事 一般社団法人 米沢観光物産協会 専務理事 小川　正昭

幹　事 東日本高速道路株式会社 東北支社 総合企画部 総合企画課長 田之脇　良徳

幹　事 一般社団法人 東北地域づくり協会 地域事業部長 山内　芳朗

幹　事 一般社団法人 東北地域づくり協会 福島支所長 三浦　毅

幹　事 とうほく街道会議 事務局長 山屋　敏英

幹　事 ふくしまけん街道交流会 事務局長 渋谷　浩一

幹　事 東北観光推進機構 本部長代理 油川　晋司


