
【青森河川国道事務所】
■協議会委員
・【代理】青森県県土整備部課長
■ＰＳ団体
・青森エントランスロード
・十和田奥入瀬浪漫街道
■事務所（担当：工藤）

【能代河川国道事務所】
■ＰＳ団体
・のしろ白神の道
■事務所（担当：久留嶋）

【山形河川国道事務所】
■協議会委員
・【代理】山形県県土整備部課長
■ＰＳ団体
・みちのくおとぎ街道
・越後米沢街道・十三峠
■事務所（担当：川口）

【岩手河川国道事務所】
■協議会委員
・【代理】岩手県県土整備部課長
■ＰＳ団体
・巣子の松街道
・広瀬川せせらぎ緑道
■事務所（担当：佐々木）

【福島河川国道事務所】
■協議会委員
・【代理】福島県土木部課長
■ＰＳ団体
・桑折宿まちなか街道
■事務所（担当：加賀）

【磐城国道事務所】
■ＰＳ団体
・ふくしま浜街道ハッピーロード
■事務所（担当：芳賀）

【東北地方整備局】
■協議会委員
・白鳥 裕之 【代理】仙台商工会議所中小企業支援部 部長
・志賀 秀一 (株)東北地域環境研究室 代表
・鈴木 裕 河北新報社 営業局次長兼業務推進部長
・藤﨑 三郎助 (一社)東北経済連合会 副会長
・堀 繁 (一社)まちの魅力づくり研究室 理事
・三林 宏幸 (公社)日本観光振興協会東北支部 支部長
・稲林 誠司 【代理】(一社)日本旅行業協会東北支部 事務局長
・小田原 雄一 東北地方整備局道路部長
・三浦 晃 【代理】宮城県土木部次長
・河西 義人 【代理】仙台市建設局道路部道路計画課長
■事務局
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【仙台河川国道事務所】
■事務所（担当：菊池）

【秋田河川国道事務所】
■協議会委員
・【代理】秋田県建設部政策監
■ＰＳ団体
・菅江真澄と巡るあきたの道
■事務所（担当：武田）

【三陸国道事務所】
■ＰＳ団体
・釜石「鉄のみち」
■事務所（担当：阪本）

【湯沢河川国道事務所】
■事務所（担当：佐々木）

【酒田河川国道事務所】
■事務所（担当：山本）

【郡山国道事務所】
■ＰＳ団体
・城下町あいづ道草街道
■事務所（担当：北見）

■出席者：委員１５名、パートナーシップ１２団体、１２事務所、事務局





出席者：委員１５名、パートナーシップ１２団体、１２事務所、事務局

氏　名

■東北地方整備局

委員
東北六県商工会議所連合会　常任幹事
（代理）仙台商工会議所　中小企業支援部　部長

白鳥　裕之

委員 (株)東北地域環境研究室　代表 志賀　秀一

委員 河北新報社　営業局次長兼業務推進部長 鈴木　裕

委員 （一社）東北経済連合会　副会長
(協議会会長)
藤﨑　三郎助

委員 （一社）まちの魅力づくり研究室　理事／東京大学　名誉教授 堀　繁

委員 (公社)日本観光振興協会東北支部　支部長 三林　宏幸

委員 （一社）日本旅行業協会東北支部　支部長　（代理）事務局長 稲林　誠司

委員 東北地方整備局　道路部長 小田原　雄一

委員 宮城県土木部長　（代理）次長 三浦　晃

委員 仙台市建設局長　（代理）道路部道路計画課長 河西　義人

事務局 東北地方整備局　道路部　道路調査官 折笠　徹

事務局 東北地方整備局　道路部　道路計画第二課　課長 大澤　尚史

事務局 東北地方整備局　道路部　道路計画第二課　課長補佐 伊藤　英和

事務局 東北地方整備局　道路部　道路計画第二課　計画係長 関　長英

事務局 東北地方整備局　道路部　道路計画第二課 佐藤　大輝

■青森河川国道事務所

委員 青森県県土整備部長　（代理）道路課長 永澤　親兼

ＰＳ 青森エントランスロード 對馬　永一

ＰＳ 青森エントランスロード 北澤　匠

ＰＳ 十和田奥入瀬浪漫街道 高渕　英夫

ＰＳ 十和田奥入瀬浪漫街道 原　新一

事務所 青森河川国道事務所　副所長 小笠原　清

事務所 青森河川国道事務所　調査第二課　課長 葛西　弘樹

所　属
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事務所 青森河川国道事務所　調査第二課　施策分析評価係長 工藤　貴義

事務所 青森河川国道事務所　調査第二課　施策分析評価係長 船水　浩介

■岩手河川国道事務所

委員 岩手県県土整備部長　（代理）道路建設課・計画調査担当課長 北館　康弘

ＰＳ 巣子の松街道 浅沼　晟吾

ＰＳ 広瀬川せせらぎ緑道 山下　正彦

事務所 岩手河川国道事務所　調査第二課　地域連携係長 佐々木　技

■三陸国道事務所

ＰＳ 釜石「鉄のみち」 海野　伸

ＰＳ 釜石「鉄のみち」 吉田　基

事務所 三陸国道事務所　調査第一課　課長 松村　秀男

事務所 三陸国道事務所　調査第一課　設計係長 阪本　視典

事務所 三陸国道事務所　調査第一課 小松　雅弥

事務所 三陸国道事務所　総務課　専門官 三浦　克己

■仙台河川国道事務所

事務所 仙台河川国道事務所　副所長 外崎　高広

事務所 仙台河川国道事務所　調査第二課　課長 岩舘　慶多

事務所 仙台河川国道事務所　調査第二課　地域連携係長 菊池　力也

■秋田河川国道事務所

委員 秋田県建設部長　（代理）道路課政策監 高野　優

ＰＳ 菅江真澄と巡るあきたの道 鐙　啓記

事務所 秋田河川国道事務所　副所長 五十嵐　一之

事務所 秋田河川国道事務所　計画課長 渡辺　信悦

事務所 秋田河川国道事務所　調査第二課長 岩澤　功英

事務所 秋田河川国道事務所　計画課　地域連携係長 武田　康孝

■湯沢河川国道事務所

事務所 湯沢河川国道事務所　副所長 岡本　守



氏　名所　属

事務所 湯沢河川国道事務所　保全対策官 佐々木　慎

■能代河川国道事務所

ＰＳ のしろ白神の道 能登　祐子

事務所 能代河川国道事務所　副所長（道路） 佐藤　幸喜

事務所 能代河川国道事務所　調査第二課　課長 佐々木　和嗣

事務所 能代河川国道事務所　調査第二課　調査係長 久留嶋　智一

事務所 能代河川国道事務所　調査第二課 大坊　美寿紗

■山形河川国道事務所

委員 山形県県土整備部長　（代理）道路整備課長 工藤　哲

ＰＳ みちのくおとぎ街道 黒金　千穂

ＰＳ みちのくおとぎ街道 佐藤　康介

ＰＳ 越後米沢街道・十三峠 遠藤　芳昭

事務所 山形河川国道事務所　調査第二課　課長 渡辺　央

事務所 山形河川国道事務所　調査第二課　専門員 川口　猛

■酒田河川国道事務所

事務所 酒田河川国道事務所　調査第二課　課長 坂田　亨

事務所 酒田河川国道事務所　調査第二課　専門員 山本　雄一朗

■福島河川国道事務所

委員 福島県土木部長　（代理）道路計画課長 小野寺　豊

ＰＳ 桑折宿まちなか街道 畠腹　桂子

ＰＳ 桑折宿まちなか街道 渋谷　浩一

事務所 福島河川国道事務所　調査第二課　課長 佐藤　優

事務所 福島河川国道事務所　調査第二課　調査係長 加賀　剛道

事務所 福島河川国道事務所　計画課　課長 高橋　正晴

事務所 福島河川国道事務所　計画課　専門員 吉田　政雄

■郡山国道事務所

ＰＳ 城下町あいづ道草街道 庄司　裕



氏　名所　属

ＰＳ 城下町あいづ道草街道 目黒　章三郎

事務所 郡山国道事務所　調査課　課長 北見　淳

事務所 郡山国道事務所　調査課　専門調査員 山内　健広

■磐城国道事務所

ＰＳ ふくしま浜街道ハッピーロード 西本　由美子

ＰＳ ふくしま浜街道ハッピーロード 鯨岡　秀子

事務所 磐城国道事務所　事務所長 入谷　貴也

事務所 磐城国道事務所　調査第二課　建設専門官 芳賀　俊之

PS:各ルートのパートナーシップ


