
No. 所属 役職 氏名 ふりがな 部会（案）

1 酒田市自治会連合会連絡協議会 会長　 阿部　建治 あべ　けんじ
ひと・まち
行財政

2 酒田市社会福祉協議会 会長　 阿部　直善 あべ　なおよし
ひと・まち
行財政

3 荒生木材有限会社 総務担当 荒生　麻夕美 あらお　まゆみ 産業交流

4
酒田市法人保育園・認定こども園協議
会

会長　 池田　祐子 いけだ　ゆうこ ひと・まち

5 酒田ユニサイクル ケセラ 代表　 石黒　由香 いしぐろ　ゆか
ひと・まち
行財政

6 株式会社良品計画　
無印良品　酒田POP-UP
STORE　店長

石田　佳奈子 いしだ　かなこ 産業交流

7 酒田市環境審議会 副会長　 大井　文 おおい　ふみ ひと・まち

8 リトミックスタジオpassage　 代表　 加藤　千鶴 かとう　ちづ ひと・まち

9 東北公益文科大学 学長　 神田　直弥 かんだ　なおや ひと・まち

10 株式会社オリーブ 取締役 工藤　佐規子 くどう　さきこ ひと・まち

11 東北公益文科大学 准教授 小関　久恵 こせき　ひさえ ひと・まち

12 酒田青年会議所 監事 佐藤　愛 さとう　あい
産業交流
行財政

13 酒田市食生活改善推進協議会 会長　 佐藤　初子 さとう　はつこ ひと・まち

14 酒田市袖浦農業協同組合 理事参事　 佐藤　久則 さとう　ひさのり
産業交流
行財政

15 連合山形酒田飽海地域協議会 議長 佐藤　克 さとう　まさる 産業交流

16 庄内みどり農業協同組合 理事 髙橋　身依 たかはし　みえ 産業交流

17 酒田ふれあい商工会 会長 富樫　秀克 とがし　ひでかつ 産業交流

18 山形県漁業協同組合 専務理事　 西村　盛 にしむら　さかり 産業交流

19 酒田商工会議所 副会頭 西村　修 にしむら　しゅう
産業交流
行財政

20 生涯学習施設里仁館 館長　 冨士　直志 ふじ　なおし ひと・まち

21 合同会社とびしま　 業務執行社員 松本　友哉 まつもと　ともや ひと・まち

22 東北公益文科大学 公益学部長　 三木　潤一 みき　じゅんいち
産業交流
行財政

23 庄内みどり農業協同組合 青年部委員長　 御舩　浩弥 みふね　ひろや ひと・まち

24 有限会社若葉旅館 専務取締役　 矢野　慶汰 やの　けいた 産業交流

25 The Hidden Japan合同会社 代表 山科　沙織 やましな　さおり 産業交流

酒田市総合計画審議会委員（案）名簿

令和4年4月25日現在（敬称略）

酒田市まち・ひと・しごと創生総合戦略委員（案）名簿



部会名 No. 所属 役職 氏名 備考

1 酒田市自治会連合会連絡協議会 会長　 阿部　建治 部会長

2 酒田市社会福祉協議会 会長　 阿部　直善

3
酒田市法人保育園・認定こども園協
議会

会長　 池田　祐子

4 酒田ユニサイクル ケセラ 代表　 石黒　由香

5 酒田市環境審議会 副会長　 大井　文

6 リトミックスタジオpassage　 代表　 加藤　千鶴

7 東北公益文科大学 学長　 神田　直弥

8 株式会社オリーブ 取締役 工藤　佐規子

9 東北公益文科大学 准教授 小関　久恵 副部会長

10 酒田市食生活改善推進協議会 会長　 佐藤　初子

11 生涯学習施設里仁館 館長　 冨士　直志

12 合同会社とびしま　 業務執行社員 松本　友哉

13 庄内みどり農業協同組合 青年部委員長　 御舩　浩弥

1 荒生木材有限会社 総務担当 荒生　麻夕美

2 株式会社良品計画　
無印良品　酒田POP-
UP STORE　店長

石田　佳奈子

3 酒田青年会議所 監事 佐藤　愛 副部会長

4 酒田市袖浦農業協同組合 理事参事　 佐藤　久則

5 連合山形酒田飽海地域協議会 議長 佐藤　克

6 庄内みどり農業協同組合 理事 髙橋　身依

8 酒田ふれあい商工会 会長 富樫　秀克

9 山形県漁業協同組合 専務理事　 西村　盛

7 酒田商工会議所 副会頭 西村　修 部会長

10 東北公益文科大学 公益学部長　 三木　潤一

11 有限会社若葉旅館 専務取締役　 矢野　慶汰

12 The Hidden Japan合同会社 代表　 山科　沙織

1 酒田市自治会連合会連絡協議会 会長　 阿部　建治

2 酒田市社会福祉協議会 会長　 阿部　直善

3 酒田ユニサイクル ケセラ 代表　 石黒　由香 副部会長

4 酒田青年会議所 監事 佐藤　愛

5 酒田市袖浦農業協同組合 理事参事　 佐藤　久則

6 酒田商工会議所 副会頭 西村　修

7 東北公益文科大学 公益学部長　 三木　潤一 部会長

酒田市総合計画審議会　部会名簿（敬称略）

ひとづくり・
まちづくり

産業交流

行財政

令和3年8月26日現在

11148
長方形


