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郡山市長が会長を務める東北国道協議会の意見交換会と要望活動を実施しました。 

〇意見交換会 

１ 日  時  11 月 16 日(火)  午前 10 時 

２ 場 所  東京都千代田区丸の内 2-7-2 （ＪＰタワー ﾎｰﾙ＆ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 4 階） 

３ 出席者  国土交通省 道路局長 村山 一弥 様    外３名 

      東北国道協議会 会長 品川 萬里 郡山市長 外９名 

東北各地区国道協議会 代表者  （別添名簿のとおり） 

４ 意見交換会の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見交換会の様子 

 

＜意見交換会の概要＞ 

・新型コロナウイルス感染

症拡大防止を徹底しなが

ら執り行いました。 

・意見交換会の中で東北地

区の道路整備に関する要

望を国土交通省 村山 道

路局長へ実施しました。 

 
 

郡山市長から国土交通省 村山道路局長（中央右）へ要望書を提出 

 

SDGｓ ターゲット 11.2 「全ての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能なアクセスを提供する」 

国土交通省などへ 

東北国道協議会の 

意見交換会と要望活動を実施しました。 

ターゲット １１．2 

令和３年 11 月 18 日 

郡山市建設交通部 

道路建設課 

担当：吉成 義幸 

TEL：924－2291 

 



 

〇要望活動 

１ 日  時  11 月 16 日(火)  13：15～ 

２ 場 所  根本匠衆議院事務所及び各省庁 

３ 面会者  衆議院議員    根本 匠  様（衆議院予算委員会 委員長） 

復興副大臣    冨樫 博之 様 

国土交通省 技監 吉岡 幹夫 様 

４ 要望活動の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郡山市長から根本匠議員（中央）へ要望書を提出 

 

 

 

 

 

郡山市長から国土交通省 吉岡技監（左）へ 

要望書を提出 

 

 

 

 

 

郡山市長から冨樫復興副大臣（右）へ要望書を提出 

 

 

＜要望活動の概要＞ 

   新型コロナウイルス感染症拡大防止を徹底しながら、以下のとおり執り行いました。 
・中央省庁への要望活動（国土交通省、財務省、復興庁）は、東北国道協議会会長（郡山市長）

と事務局のみで人数を制限して実施しました。 

・東北地区選出の国会議員への要望は、各地区国道協議会で実施しました。 

 



 

令和和３年度 東北国道協議会 団体概要 

東北国道協議会 

設 立 平成２年１２月設立 

目 的 
東北地方整備局管内の一般国道の整備の促進及びその適切な維持管理を支援し、もって

地域の発展を図ることを目的とする。        （東北国道協議会規約第２条） 

会 員 

 

Ｒ3 年度 

時点 

 

東北国道協議会 

 

① 組 織：東北６県に１０の地区国道協議会 

 役 地区名 自 治 体 数 地区会長 

1  青森地区国道協議会 39 青森市長 

2 副会長 岩手地区国道協議会 20 盛岡市長 

3  三陸地区国道協議会 14 宮古市長 

4 
副会長 

宮城国道協議会 33 
大崎市長 

 仙台市長 

5  秋田国道協議会 25 秋田市長 

6  山形地区国道協議会 30 山形市長 

7  山形県庄内地区道路協議会 5 酒田市長 

8  福島地区国道協議会 8 福島市長 

9 会 長 福島県中・県南・会津地区国道協議会 38 郡山市長 

10  福島県浜通り地区国道協議会 13 いわき市長 

合計 225 市町村   
  ※会長市は、各年持回りで地区国道協議会の会長が務めている。（令和３年は郡山市） 

 

要望内容 

令和３年度 秋季要望の大項目 

東北国道協議会 決議 

１ 復旧・復興事業進捗のための復興関連予算の継続的確保 

２ 公共事業関係費の年間予算の大幅な増額、及び継続して安定的・持続的な予算の確保 

３ 地方経済の好循環等、平常時・災害時を問わない道路ネットワークの整備推進 

４ 道路ストックの老朽化対策と国土強靭化を実現するための防災・減災対策の充実 

５ 地域の人々の命や暮らしを守り活性化を図る施策の推進や道路予算の確保 

 

 







会計監事

理 事

副 会 長

会 長 郡山市長 品　川　萬　里 福島県中・県南・会津地区
国 道 協 議 会

岩 手 地 区 国 道 協 議 会

宮 城 国 道 協 議 会

青 森 地 区 国 道 協 議 会

三 陸 地 区 国 道 協 議 会

秋 田 国 道 協 議 会

山形県庄内地区道路協議会

福 島 地 区 国 道 協 議 会

宮 城 国 道 協 議 会

山 形 地 区 国 道 協 議 会

福島県浜通り地区国道協議会

盛岡市長

役 職 名 公 職 ・ 氏 名 所　 属 　協 　議 　会

大崎市長

青森市長

宮古市長

秋田市長

酒田市長

福島市長

仙台市長

いわき市長

山形市長

谷　藤　裕　明

伊　藤　康　志

小野寺　晃　彦

山　本　正　德

穂　積　　　志

丸　山　　　至

木　幡　　　浩

郡　　　和　子

佐　藤　孝　弘

内 田 浩 之



会会長長 青青森森市市長長 小小野野寺寺　　晃晃　　彦彦
弘弘前前市市長長 櫻櫻　　田田　　　　　　宏宏
八八戸戸市市長長 小小　　林林　　　　　　眞眞
五五所所川川原原市市長長 佐佐々々木木　　孝孝　　昌昌
十十和和田田市市長長 小小山山田田　　　　　　久久
むむつつ市市長長 宮宮　　下下　　宗宗一一郎郎
平平川川市市長長 長長　　尾尾　　忠忠　　行行
鰺鰺ヶヶ沢沢町町長長 平平　　田田　　　　　　衛衛
おおいいららせせ町町長長 成成　　田田　　　　　　隆隆
三三戸戸町町長長 松松　　尾尾　　和和　　彦彦
藤藤崎崎町町長長 平平　　田田　　博博　　幸幸
七七戸戸町町長長 小小　　又又　　　　　　勉勉
黒黒石石市市長長 髙髙　　樋樋　　　　　　憲憲
三三沢沢市市長長 小小檜檜山山　　吉吉　　紀紀
つつががるる市市長長 倉倉　　光光　　弘弘　　昭昭
平平内内町町長長 船船　　橋橋　　茂茂　　久久
今今別別町町長長 中中　　嶋嶋　　久久　　彰彰
外外ヶヶ浜浜町町長長 山山　　﨑﨑　　結結　　子子
深深浦浦町町長長 吉吉　　田田　　　　　　満満
大大鰐鰐町町長長 山山　　田田　　年年　　伸伸
鶴鶴田田町町長長 相相　　川川　　正正　　光光
中中泊泊町町長長 濱濱　　舘舘　　豊豊　　光光
野野辺辺地地町町長長 野野　　村村　　秀秀　　雄雄
六六戸戸町町長長 吉吉　　田田　　　　　　豊豊
横横浜浜町町長長 石石　　橋橋　　勝勝　　大大
東東北北町町長長 長長久久保保　　耕耕　　治治
大大間間町町長長 野野　　﨑﨑　　尚尚　　文文
五五戸戸町町長長 若若　　宮宮　　佳佳　　一一
田田子子町町長長 山山　　本本　　晴晴　　美美
南南部部町町長長 工工　　藤藤　　祐祐　　直直
階階上上町町長長 浜浜　　谷谷　　豊豊　　美美
蓬蓬田田村村長長 久久　　慈慈　　修修　　一一
田田舎舎館館村村長長 鈴鈴　　木木　　孝孝　　雄雄
東東通通村村長長 畑畑　　中中　　稔稔　　朗朗
風風間間浦浦村村長長 冨冨　　岡岡　　　　　　宏宏
佐佐井井村村長長 樋樋　　口口　　秀秀　　視視
新新郷郷村村長長 櫻櫻　　井井　　雅雅　　洋洋
板板柳柳町町長長 成成　　田田　　　　　　誠誠
六六ヶヶ所所村村長長 戸戸　　田田　　　　　　衛衛

１１００市市２２２２町町７７村村

東東北北国国道道協協議議会会

【【青青森森地地区区国国道道協協議議会会】】

－－１１３３－－



会会長長 盛盛岡岡市市長長 谷谷　　藤藤　　裕裕　　明明
遠遠野野市市長長 多多　　田田　　一一　　彦彦 ※三陸地区に重複加入

二二戸戸市市長長 藤藤　　原原　　　　　　淳淳

奥奥州州市市長長 小小　　沢沢　　昌昌　　記記

雫雫石石町町長長 猿猿　　子子　　恵恵　　久久
花花巻巻市市長長 上上　　田田　　東東　　一一
北北上上市市長長 髙髙　　橋橋　　敏敏　　彦彦
一一関関市市長長 佐佐　　藤藤　　善善　　仁仁
八八幡幡平平市市長長 佐佐々々木木　　孝孝　　弘弘
葛葛巻巻町町長長 鈴鈴　　木木　　重重　　男男
岩岩手手町町長長 佐佐々々木木　　光光　　司司
滝滝沢沢市市長長 主主　　濱濱　　　　　　了了
紫紫波波町町長長 熊熊　　谷谷　　　　　　泉泉
矢矢巾巾町町長長 高高　　橋橋　　昌昌　　造造
西西和和賀賀町町長長 細細　　井井　　洋洋　　行行
金金ケケ崎崎町町長長 髙髙　　橋橋　　由由　　一一
平平泉泉町町長長 青青　　木木　　幸幸　　保保
軽軽米米町町長長 山山　　本本　　賢賢　　一一
九九戸戸村村長長 晴晴　　山山　　裕裕　　康康
一一戸戸町町長長 田田　　中中　　辰辰　　也也

９９市市１１００町町１１村村

会会長長 宮宮古古市市長長 山山　　本本　　正正　　德德
釜釜石石市市長長 野野　　田田　　武武　　則則
岩岩泉泉町町長長 中中　　居居　　健健　　一一
久久慈慈市市長長 遠遠　　藤藤　　譲譲　　一一
遠遠野野市市長長 多多　　田田　　一一　　彦彦 ※岩手地区に重複加入

大大船船渡渡市市長長 戸戸　　田田　　公公　　明明

陸陸前前高高田田市市長長 戸戸　　羽羽　　　　　　太太
洋洋野野町町長長 水水　　上上　　信信　　宏宏
山山田田町町長長 佐佐　　藤藤　　信信　　逸逸
大大槌槌町町長長 平平　　野野　　公公　　三三
住住田田町町長長 神神　　田田　　謙謙　　一一
野野田田村村長長 小小　　田田　　祐祐　　士士
普普代代村村長長 柾柾　　屋屋　　伸伸　　夫夫
田田野野畑畑村村長長 佐佐々々木木　　　　　　靖靖

６６市市５５町町３３村村

【【岩岩手手地地区区国国道道協協議議会会】】

【【三三陸陸地地区区国国道道協協議議会会】】

－－１１４４－－



会会長長 大大崎崎市市長長 伊伊　　藤藤　　康康　　志志
白白石石市市長長 山山　　田田　　裕裕　　一一
仙仙台台市市長長 郡郡　　　　　　和和　　子子
角角田田市市長長 黑黑　　須須　　　　　　貫貫
蔵蔵王王町町長長 村村　　上上　　英英　　人人
柴柴田田町町長長 滝滝　　口口　　　　　　茂茂
大大河河原原町町長長 齋齋　　　　　　清清　　志志

村村田田町町長長 大大　　沼沼　　克克　　巳巳

七七ヶヶ宿宿町町長長 小小　　関関　　幸幸　　一一
丸丸森森町町長長 保保　　科科　　郷郷　　雄雄
川川崎崎町町長長 小小　　山山　　修修　　作作
岩岩沼沼市市長長 菊菊　　地地　　啓啓　　夫夫
名名取取市市長長 山山　　田田　　司司　　郎郎
多多賀賀城城市市長長 深深　　谷谷　　晃晃　　祐祐
塩塩竈竈市市長長 佐佐　　藤藤　　光光　　樹樹
亘亘理理町町長長 山山　　田田　　周周　　伸伸
山山元元町町長長 齋齋　　藤藤　　俊俊　　夫夫
松松島島町町長長 櫻櫻　　井井　　公公　　一一
利利府府町町長長 熊熊　　谷谷　　　　　　大大
石石巻巻市市長長 齋齋　　藤藤　　正正　　美美
東東松松島島市市長長 渥渥　　美美　　　　　　巖巖
女女川川町町長長 須須　　田田　　善善　　明明
富富谷谷市市長長 若若　　生生　　裕裕　　俊俊
美美里里町町長長 相相　　澤澤　　清清　　一一
涌涌谷谷町町長長 遠遠　　藤藤　　釈釈　　雄雄
大大和和町町長長 浅浅　　野野　　　　　　元元
大大衡衡村村長長 萩萩　　原原　　達達　　雄雄
加加美美町町長長 猪猪　　股股　　洋洋　　文文
色色麻麻町町長長 早早　　坂坂　　利利　　悦悦
栗栗原原市市長長 佐佐　　藤藤　　　　　　智智
登登米米市市長長 熊熊　　谷谷　　盛盛　　廣廣
気気仙仙沼沼市市長長 菅菅　　原原　　　　　　茂茂
南南三三陸陸町町長長 佐佐　　藤藤　　　　　　仁仁

１１４４市市１１８８町町１１村村

－－１１５５－－

【【宮宮城城国国道道協協議議会会】】



会会長長 秋秋田田市市長長 穂穂　　積積　　　　　　志志
能能代代市市長長 齊齊　　藤藤　　滋滋　　宣宣
横横手手市市長長 髙髙　　橋橋　　　　　　大大
大大館館市市長長 福福　　原原　　淳淳　　嗣嗣
男男鹿鹿市市長長 菅菅　　原原　　広広　　二二
湯湯沢沢市市長長 佐佐　　藤藤　　一一　　夫夫
鹿鹿角角市市長長 関関　　　　　　　　　　厚厚
由由利利本本荘荘市市長長 湊湊　　　　　　貴貴　　信信
潟潟上上市市長長 鈴鈴　　木木　　雄雄　　大大

大大仙仙市市長長 老老　　松松　　博博　　行行

北北秋秋田田市市長長 津津　　谷谷　　永永　　光光
ににかかほほ市市長長 市市　　川川　　雄雄　　次次
仙仙北北市市長長 田田　　口口　　知知　　明明
小小坂坂町町長長 細細　　越越　　　　　　満満
上上小小阿阿仁仁村村長長 小小　　林林　　悦悦　　次次
藤藤里里町町長長 佐佐々々木木　　文文　　明明
三三種種町町長長 田田　　川川　　政政　　幸幸
八八峰峰町町長長 森森　　田田　　新新一一郎郎
五五城城目目町町長長 渡渡　　邉邉　　彦彦兵兵衛衛
八八郎郎潟潟町町長長 畠畠　　山山　　菊菊　　夫夫
井井川川町町長長 齋齋　　藤藤　　多多　　聞聞
大大潟潟村村長長 髙髙　　橋橋　　浩浩　　人人
美美郷郷町町長長 松松　　田田　　知知　　己己
羽羽後後町町長長 安安　　藤藤　　　　　　豊豊
東東成成瀬瀬村村長長 佐佐々々木木　　哲哲　　男男

１１３３市市９９町町３３村村

－－１１６６－－

【【秋秋田田国国道道協協議議会会】】



会会長長 山山形形市市長長 佐佐　　藤藤　　孝孝　　弘弘
米米沢沢市市長長 中中　　川川　　　　　　勝勝
新新庄庄市市長長 山山　　尾尾　　順順　　紀紀
寒寒河河江江市市長長 佐佐　　藤藤　　洋洋　　樹樹
上上山山市市長長 横横　　戸戸　　長長兵兵衛衛
村村山山市市長長 志志　　布布　　隆隆　　夫夫
長長井井市市長長 内内　　谷谷　　重重　　治治
天天童童市市長長 山山　　本本　　信信　　治治
東東根根市市長長 土土　　田田　　正正　　剛剛
尾尾花花沢沢市市長長 菅菅　　根根　　光光　　雄雄
南南陽陽市市長長 白白　　岩岩　　孝孝　　夫夫

山山辺辺町町長長 遠遠　　藤藤　　直直　　幸幸

中中山山町町長長 佐佐　　藤藤　　俊俊　　晴晴
河河北北町町長長 森森　　谷谷　　俊俊　　雄雄
西西川川町町長長 小小　　川川　　一一　　博博
朝朝日日町町長長 鈴鈴　　木木　　浩浩　　幸幸
大大江江町町長長 松松　　田田　　清清　　隆隆
大大石石田田町町長長 村村　　岡岡　　藤藤　　弥弥
金金山山町町長長 佐佐　　藤藤　　英英　　司司
最最上上町町長長 髙髙　　橋橋　　重重　　美美
舟舟形形町町長長 森森　　　　　　富富　　広広
真真室室川川町町長長 新新　　田田　　隆隆　　治治
大大蔵蔵村村長長 加加　　藤藤　　正正　　美美
鮭鮭川川村村長長 元元　　木木　　洋洋　　介介
戸戸沢沢村村長長 渡渡　　部部　　秀秀　　勝勝
高高畠畠町町長長 寒寒河河江江　　　　　　信信
川川西西町町長長 原原　　田田　　俊俊　　二二
小小国国町町長長 仁仁　　科科　　洋洋　　一一
白白鷹鷹町町長長 佐佐　　藤藤　　誠誠　　七七
飯飯豊豊町町長長 後後　　藤藤　　幸幸　　平平

１１１１市市１１６６町町３３村村

会会長長 酒酒田田市市長長 丸丸　　山山　　　　　　至至
鶴鶴岡岡市市長長 皆皆　　川川　　　　　　治治
庄庄内内町町長長 富富　　樫樫　　　　　　透透
三三川川町町長長 阿阿　　部部　　　　　　誠誠
遊遊佐佐町町長長 時時　　田田　　博博　　機機

２２市市３３町町

－－１１７７－－

【【山山形形地地区区国国道道協協議議会会】】

【【山山形形県県庄庄内内地地区区道道路路協協議議会会】】



会会長長 福福島島市市長長 木木　　幡幡　　　　　　浩浩
二二本本松松市市長長 三三　　保保　　恵恵　　一一
国国見見町町長長 引引　　地地　　　　　　真真
本本宮宮市市長長 高高　　松松　　義義　　行行
伊伊達達市市長長 須須　　田田　　博博　　行行
桑桑折折町町長長 髙髙　　橋橋　　宣宣　　博博
川川俣俣町町長長 藤藤　　原原　　一一　　二二
大大玉玉村村長長 押押　　山山　　利利　　一一

４４市市３３町町１１村村

会会長長 郡郡山山市市長長 品品　　川川　　萬萬　　里里
会会津津若若松松市市長長 室室　　井井　　照照　　平平
白白河河市市長長 鈴鈴　　木木　　和和　　夫夫
須須賀賀川川市市長長 橋橋　　本本　　克克　　也也
喜喜多多方方市市長長 遠遠　　藤藤　　忠忠　　一一
田田村村市市長長 白白　　石石　　高高　　司司
南南会会津津町町長長 大大　　宅宅　　宗宗　　吉吉
会会津津坂坂下下町町長長 古古　　川川　　庄庄　　平平
石石川川町町長長 塩塩　　田田　　金金次次郎郎
鏡鏡石石町町長長 遠遠　　藤藤　　栄栄　　作作
猪猪苗苗代代町町長長 前前　　後後　　　　　　公公
会会津津美美里里町町長長 杉杉　　山山　　純純　　一一
西西郷郷村村長長 髙髙　　橋橋　　廣廣　　志志
天天栄栄村村長長 添添　　田田　　勝勝　　幸幸
下下郷郷町町長長 星星　　　　　　　　　　學學
檜檜枝枝岐岐村村長長 星星　　　　　　明明　　彦彦
只只見見町町長長 渡渡　　部部　　勇勇　　夫夫
北北塩塩原原村村長長 遠遠　　藤藤　　和和　　夫夫
西西会会津津町町長長 薄薄　　　　　　友友　　喜喜
湯湯川川村村長長 三三　　澤澤　　豊豊　　隆隆
柳柳津津町町長長 小小　　林林　　　　　　功功
三三島島町町長長 矢矢　　澤澤　　源源　　成成
金金山山町町長長 押押　　部部　　源源二二郎郎
昭昭和和村村長長 舟舟　　木木　　幸幸　　一一
泉泉崎崎村村長長 箭箭　　内内　　憲憲　　勝勝
矢矢吹吹町町長長 蛭蛭　　田田　　泰泰　　昭昭
玉玉川川村村長長 石石　　森森　　春春　　男男
平平田田村村長長 澤澤　　村村　　和和　　明明
三三春春町町長長 坂坂　　本本　　浩浩　　之之
小小野野町町長長 村村　　上上　　昭昭　　正正
棚棚倉倉町町長長 湯湯　　座座　　一一　　平平
矢矢祭祭町町長長 佐佐　　川川　　正正一一郎郎
塙塙町町長長 宮宮　　田田　　秀秀　　利利
鮫鮫川川村村長長 関関　　根根　　政政　　雄雄
浅浅川川町町長長 江江　　田田　　文文　　男男
磐磐梯梯町町長長 佐佐　　藤藤　　淳淳　　一一
中中島島村村長長 加加　　藤藤　　幸幸　　一一
古古殿殿町町長長 岡岡　　部部　　光光　　徳徳

６６市市２２１１町町１１１１村村

【【福福島島県県中中・・県県南南・・会会津津地地区区国国道道協協議議会会】】

－－１１８８－－

【【福福島島地地区区国国道道協協議議会会】】会会長長 福福島島市市長長 木木　　幡幡　　　　　　浩浩
二二本本松松市市長長 三三　　保保　　恵恵　　一一
国国見見町町長長 引引　　地地　　　　　　真真
本本宮宮市市長長 高高　　松松　　義義　　行行
伊伊達達市市長長 須須　　田田　　博博　　行行
桑桑折折町町長長 髙髙　　橋橋　　宣宣　　博博
川川俣俣町町長長 藤藤　　原原　　一一　　二二
大大玉玉村村長長 押押　　山山　　利利　　一一

４４市市３３町町１１村村

会会長長 郡郡山山市市長長 品品　　川川　　萬萬　　里里
会会津津若若松松市市長長 室室　　井井　　照照　　平平
白白河河市市長長 鈴鈴　　木木　　和和　　夫夫
須須賀賀川川市市長長 橋橋　　本本　　克克　　也也
喜喜多多方方市市長長 遠遠　　藤藤　　忠忠　　一一
田田村村市市長長 白白　　石石　　高高　　司司
南南会会津津町町長長 大大　　宅宅　　宗宗　　吉吉
会会津津坂坂下下町町長長 古古　　川川　　庄庄　　平平
石石川川町町長長 塩塩　　田田　　金金次次郎郎
鏡鏡石石町町長長 遠遠　　藤藤　　栄栄　　作作
猪猪苗苗代代町町長長 前前　　後後　　　　　　公公
会会津津美美里里町町長長 杉杉　　山山　　純純　　一一
西西郷郷村村長長 髙髙　　橋橋　　廣廣　　志志
天天栄栄村村長長 添添　　田田　　勝勝　　幸幸
下下郷郷町町長長 星星　　　　　　　　　　學學
檜檜枝枝岐岐村村長長 星星　　　　　　明明　　彦彦
只只見見町町長長 渡渡　　部部　　勇勇　　夫夫
北北塩塩原原村村長長 遠遠　　藤藤　　和和　　夫夫
西西会会津津町町長長 薄薄　　　　　　友友　　喜喜
湯湯川川村村長長 三三　　澤澤　　豊豊　　隆隆
柳柳津津町町長長 小小　　林林　　　　　　功功
三三島島町町長長 矢矢　　澤澤　　源源　　成成
金金山山町町長長 押押　　部部　　源源二二郎郎
昭昭和和村村長長 舟舟　　木木　　幸幸　　一一
泉泉崎崎村村長長 箭箭　　内内　　憲憲　　勝勝
矢矢吹吹町町長長 蛭蛭　　田田　　泰泰　　昭昭
玉玉川川村村長長 石石　　森森　　春春　　男男
平平田田村村長長 澤澤　　村村　　和和　　明明
三三春春町町長長 坂坂　　本本　　浩浩　　之之
小小野野町町長長 村村　　上上　　昭昭　　正正
棚棚倉倉町町長長 湯湯　　座座　　一一　　平平
矢矢祭祭町町長長 佐佐　　川川　　正正一一郎郎
塙塙町町長長 宮宮　　田田　　秀秀　　利利
鮫鮫川川村村長長 関関　　根根　　政政　　雄雄
浅浅川川町町長長 江江　　田田　　文文　　男男
磐磐梯梯町町長長 佐佐　　藤藤　　淳淳　　一一
中中島島村村長長 加加　　藤藤　　幸幸　　一一
古古殿殿町町長長 岡岡　　部部　　光光　　徳徳

６６市市２２１１町町１１１１村村

【【福福島島県県中中・・県県南南・・会会津津地地区区国国道道協協議議会会】】

－－１１８８－－

【【福福島島地地区区国国道道協協議議会会】】



会会長長 いいわわきき市市長長 内内　　田田　　広広　　之之
南南相相馬馬市市長長 門門　　馬馬　　和和　　夫夫
相相馬馬市市長長 立立　　谷谷　　秀秀　　清清
双双葉葉町町長長 伊伊　　澤澤　　史史　　朗朗
広広野野町町長長 遠遠　　藤藤　　　　　　智智
楢楢葉葉町町長長 松松　　本本　　幸幸　　英英
富富岡岡町町長長 　　 山山　　本本　　育育　　男男
大大熊熊町町長長 吉吉　　田田　　　　　　淳淳
浪浪江江町町長長 吉吉　　田田　　数数　　博博
新新地地町町長長 大大　　堀堀　　　　　　武武
飯飯舘舘村村長長 杉杉　　岡岡　　　　　　誠誠
川川内内村村長長 遠遠　　藤藤　　雄雄　　幸幸
葛葛尾尾村村長長 篠篠　　木木　　　　　　弘弘

３３市市７７町町３３村村

【【福福島島県県浜浜通通りり地地区区国国道道協協議議会会】】

－－１１９９－－




