
前回部会名 氏名 所属 前回部会名 氏名 所属

1 ふる・津波 鈴木　浩 福島大学 1 生活・町外 丹波　史紀 福島大学

2 ふる・津波 鎌田　一夫 住まいの研究所 2 教健・産業 吉岡　正彦 ふくしま自治研修センター

3 生活再建 廣坂　光広 青年会議所 3 教健・産業 長崎　利幸 アーバンクラフト

4 生活再建 武藤　晴男 【公募委員】 4 生活再建 佐藤　雅昭 【公募委員】

5 生活再建 青山　信一 【公募委員】 5 生活再建 松崎　久美子 浪江懇談会

6 教育・健康管理 川村　博 特定非営利法人JIN 6 生活再建 浅見　公紀 【公募委員】

7 教育・健康管理 原田　洋二 【公募委員】 7 生活再建 神長倉　豊隆 東遊記

8 教育・健康管理 芳賀　チイ子 【公募委員】 8 生活再建 後藤　烈史 【公募委員】

9 産業再生 阿久津　雅信 商工会青年部 9 教育・健康管理 佐藤　博美 浪江町ＰＴＡ連絡協議会

10 産業再生 朝田　英洋 朝田材木（株） 10 教育・健康管理 佐藤　隆 浪江町ＰＴＡ連絡協議会

11 産業再生 今野　義人 赤宇木行政区 11 教育・健康管理 石井　賢一 浪江小学校　校長

12 産業再生 鈴木　大久 【公募委員】 12 教育・健康管理 小野田　浩宗 【公募委員】

13 産業再生 亀田　和行 【公募委員】 13 教育・健康管理 筒井　京子 【公募委員】

14 産業再生 石澤　茂 権現堂行政区 14 教育・健康管理 吉田　政之 あんしん介護サービス

15 産業再生 神長倉　正満 ＪＡふたば 15 産業再生 橋本　由利子 コーヒータイム

16 町外コミュ 戸川　聡 元青年会議所 16 産業再生 原田　雄一 商工会

17 町外コミュ 新谷　保基 ＮＰＯ新町なみえ 17 産業再生 山田　四郎 農業委員会

18 町外コミュ 大波　大久 なみえ絆いわき会 18 産業再生 小山　公明 泉田川漁協

19 町外コミュ 高田　勝人 大堀地区行政区 19 産業再生 原澤　幸一 【公募委員】

20 町外コミュ 柴田　敬一 【公募委員】 20 町外コミュ 松下　徳弘 商工会青年部

21 町外コミュ 鈴木　正一 【公募委員】 21 町外コミュ 末永　一郎 手七郎行政区

22 町外コミュ 近藤　京子 近徳　京月窯 22 ふるさと再建 志賀　重夫 ㈱日本環境調査研究所

23 ふるさと再建 石田　全史 青年会議所 23 ふるさと再建 高橋　美雄 津島地区行政区

24 ふるさと再建 八島　貞之 商工会青年部 24 ふるさと再建 今野　秀則 下津島行政区

25 ふるさと再建 堀内　英樹 ㈲まほろば設計室 25 ふるさと再建 斉藤　基 【公募委員】

26 ふるさと再建 小澤　是寛 桑折仮設自治会 26 ふるさと再建 加藤　博康 【公募委員】

27 ふるさと再建 阿部　伸一 【公募委員】 27 ふるさと再建 作間　清子 ふるさと浪江会

28 津波被災地復興 網谷　信行 漁協請戸支所 28 津波被災地復興 上田　順一 南棚塩行政区

29 津波被災地復興 玉野　真喜 漁協請戸支所 29 津波被災地復興 高野　一郎 相馬双葉漁協

30 津波被災地復興 伏見　範子 【公募委員】 30 総務課 吉田　厚志 総務課全般について　

31 津波被災地復興 志賀　洋一 北幾世橋北行政区 31 介護福祉課 根本　貴代 介護福祉課全般　　

32 津波被災地復興 佐々木　久雄 北棚塩行政区 32 健康保険課 松本　孝徳 健康保健担当

33 津波被災地復興 川口　登 中浜行政区 33 健康保険課 吉田　良子 放射線健康管理担当

34 総務課 居村　勲 34 町民税務課 戸浪　義勝 町民税務課全般

35 介護福祉課 佐藤　孝子 35 復旧事業課 三瓶　徳久 インフラ全般について

36 健康保険課 安倍　靖 36 産業・賠償対策課 大浦　龍爾 産業全般

37 町民税務課 清水　中 37 産業・賠償対策課 掃部関　久 賠償担当

38 復旧事業課 武隈　吉美 38 復興推進課 小島　哲 町外コミュニティ・広報

39 産業・賠償対策課 大原　教知 39 ふるさと再生課 中野　隆幸 除染担当

40 復興推進課 佐藤　祐一 40 ふるさと再生課 長岡　秀樹 廃棄物処理担当

41 ふるさと再生課 鈴木　祐一 41 生活支援課 鈴木　貴士 住宅・生活支援担当

42 生活支援課 津田　菊生 42 生活支援課 渡邉　啓一 立入・放射線担当

43 教育委員会事務局 鈴木　政己 43 教育委員会事務局 松本　幸夫 教育・生涯学習担当

44 議会事務局 清水　佳宗 44 教育委員会事務局 矢森　澄江 子育て支援担当

45 帰町準備室 鈴木　貞孝 45 帰町準備室 鴨川　永好 帰町準備室全般

【オブザーバー】 46 福島復興局 髙橋　直人 次長

1 福島復興局 髙橋　直人 次長 47 福島復興局 白石　好春 参事官

2 福島復興局 白石　好春 参事官 48 県避難地域復興局 國分　守 生活拠点課

3 県避難地域復興局 國分　守 主幹 49 県避難地域復興局 比佐野　孝 避難地域復興課

4 相双建設事務所 芳賀　英幸 課長

5 都市開発機構（ＵＲ） 佐光　清伸

【ファシリテーター】
1 高崎経済大学教授 櫻井　常矢

2 地域社会デザイン・ラボ 遠藤　智栄

3 コミュニティ・ワークス 青木　ユカリ
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【検討委員】

まちづくり計画検討 町民協働による進行管理

国
・
県
職
員
等

職
員
委
員

有
識
者


