
日時：令和２年9月16日（水）13：30～
場所：サンセール盛岡　1階大ホール

番
号

区分 (差し込み用)団体・役職名 職名 氏名 代理出席者

1 会長 岩手県 岩手県 知事 達増  拓也

2 岩手県議会 岩手県議会 議長 関根 敏伸

3 岩手県 岩手県 副知事 菊池　　 哲

4 復興庁岩手復興局 局長 平岩　裕規

5 環境省東北地方環境事務所 所長 中山　隆治

6 林野庁東北森林管理局 局長 柳田　真一郎 盛岡森林管理署長　宮沢　一正

7 国土交通省東北地方整備局 局長 梅野　修一 建政部長　佐藤　久泰

8 岩手県市長会 会長 谷藤　裕明 事務局次長　村井　淳

9 岩手県町村会 会長 山本　賢一 事務局次長　立花　徹

10 陸前高田市 市長 戸羽 　　太 農林課長補佐　大和田　智広

11 岩手県森林・林業会議 理事長 中崎　和久

12 岩手県森林組合連合会 代表理事会長 中崎　和久

13 岩手県木材産業協同組合 理事長 日當　和孝

14 一般社団法人岩手県治山林道協会 会長理事 細井　洋行 参事兼業務部長　笹森　精一

15 岩手県山林種苗協同組合 理事長 大森　茂男

16 岩手県林業経営者協会 会長 梅津 紳一郎

17 公益社団法人岩手県緑化推進委員会 代表理事 本田　敏秋 緑化事業課長兼林木育種事業所長　高橋　利光

18 岩手県木材青壮年協議会 会長 佐藤　元幸

19 公益財団法人岩手県林業労働対策基金 理事長 小笠原　寛

20 岩手県林業研究グループ 会長 齋藤　眞琴

21 岩手県林業改良普及協会 会長 佐々木 宣和

22 岩手県緑の少年団連盟 会長 本田　敏秋 事務局　高橋　利光

23 岩手県森林土木建設協会 会長 三浦　貞一 常務理事兼事務局長　山本　泰

24 岩手県森林審議会 委員 川村　冬子

25 いわての森林づくり県民税事業評価委員会 委員 若生　和江

26 一般社団法人岩手県建設業協会 会長 向井田　岳

27 一般社団法人岩手県建築士会 会長 勝部　民男

28 農業関係団体 岩手県農業協同組合中央会 会長 小野寺　敬作 副会長　後藤　元夫

29 岩手県漁業協同組合連合会 代表理事会長 大井　誠治

30 観光関係団体 公益財団法人岩手県観光協会 理事長 谷村　邦久 専務理事兼事務局長　菊池　孝

31 東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社 支社長 石田　 　亨 営業部長　朝岡　正貴

32 公益社団法人岩手県バス協会 会長 田村　清隆 専務理事　伊藤　純

33 IGRいわて銀河鉄道株式会社 代表取締役社長 浅沼　康揮 総務部特命部長　菊池　透

34 岩手県商工会議所連合会 会長 谷村　邦久

35 岩手県商工会連合会 会長 髙橋　富一

36 岩手県中小企業団体中央会 会長 小山田 周右

37 一般社団法人岩手県経営者協会 会長 佐藤　安紀 専務理事　西村　豊

38 一般社団法人岩手県銀行協会 会長 田口　幸雄 常務理事　菊池　芳泉

39 岩手県生活協同組合連合会 会長理事 飯塚　明彦 専務理事　吉田　敏恵

40 特定非営利活動法人岩手県地域婦人団体協議会 会長 瀬川　愛子

41 認定特定非営利活動法人環境パートナーシップいわて 代表理事 渋谷　晃太郎 特別常任顧問　野澤　日出夫

42 福祉団体 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 会長 長山　　 洋

43 日本ボーイスカウト岩手連盟 連盟長 南部　利文 理事長　山崎　義勝

44 岩手県小学校長会 会長 太田　勝浩

45 岩手県高等学校長協会 会長 佐藤  　有

46 岩手県政策企画部 部長 八重樫　幸治

47 岩手県総務部 部長 白水　伸英

48 岩手県ふるさと振興部 部長 佐々木　淳

49 岩手県文化スポーツ部 部長 石川　義晃

50 岩手県環境生活部 部長 藤澤　敦子 副部長　小島　純

51 岩手県保健福祉部 部長 野原　　 勝

52 岩手県商工労働観光部 部長 戸舘　弘幸 副部長兼商工企画室長　平井　省三

53 岩手県農林水産部 部長 佐藤　隆浩

54 岩手県県土整備部 部長 中平　善伸
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55 岩手県復興局 局長 大槻  英毅

56 岩手県ＩＬＣ推進局 局長 高橋　勝重

57 岩手県医療局 局長 熊谷　泰樹 経営管理課総括課長　鈴木　優

58 岩手県企業局 局長 石田　知子

59 岩手県教育委員会 教育長 佐藤　　 博

60 岩手県警察本部 本部長 大濱　健志 警備部警備課長　今野　清彦

61 沿岸広域振興局 局長 森　達也

委
員

岩手県

62 岩手県 岩手県 会計管理者 永井　榮一

63 株式会社岩手日報社 代表取締役社長 東根 千万億 総務局長　藤原　哲

64 株式会社読売新聞東京本社 盛岡支局長 林　英彰

65 株式会社時事通信社 盛岡支局長 須貝　孝弘

66 株式会社IBC岩手放送 代表取締役社長 鎌田　英樹

67 株式会社テレビ岩手 代表取締役社長 榧野　信治

68 株式会社岩手めんこいテレビ 代表取締役社長 齋藤　秋水

69 株式会社岩手朝日テレビ 代表取締役社長 畠山　　 大 営業部長　大橋　玄昌

70 株式会社エフエム岩手 代表取締役社長 山信田　寧

71 有限会社岩手林業新報社 代表取締役 酒井　博忠

99 岩手県農林水産部 幹事長（林務担当技監） 橋本　卓博 -

100 岩手県農林水産部森林整備課 事務局長（総括課長） 工藤　　 亘 -

101 岩手県農林水産部森林整備課 特命課長 村山　　 裕 -

102 岩手県農林水産部森林整備課 主査 西澤　順史 -

103 岩手県農林水産部森林整備課 主事 及川　英俊 -

104 岩手県農林水産部森林整備課 主事 村上　祐貴 -
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