
№ 役職名 職　名 氏　名 備　考

1 会長 秋田県知事 佐竹　敬久

2 副会長 秋田県漁業協同組合代表理事組合長 藤田　博英

3 顧問 秋田県議会議長 鶴田　有司 （欠席）

4 顧問 秋田県議会農林水産委員長 小松　隆明

5 委員 秋田県市長会長 穂積　志 （代理）事務局長　工藤喜根男

6 委員 秋田県町村会長 佐々木　哲男

7 委員 秋田市長 穂積　志 （代理）副市長　鎌田　潔

8 委員 能代市長 齊藤　滋宣 （代理）環境産業部　主幹　秋林俊明

9 委員 男鹿市長 菅原　広二 （代理）農林水産課　主幹　薄田修一

10 委員 由利本荘市長 長谷部　誠 （代理）農林水産部　部長　遠藤晃

11 委員 潟上市長 藤原　一成

12 委員 にかほ市長 横山　忠長 （代理）農林水産建設部　部長　佐藤均

13 委員 三種町長 三浦　正隆 （代理）農林課　課長　眞川信一

14 委員 八峰町長 加藤　和夫

15 委員 秋田海上保安部長 伊藤　卓郎

16 委員 秋田県内水面漁業協同組合連合会　代表理事会長 大野　忠右エ門 （代理）事務局　沼倉充

17 委員 公益財団法人秋田県栽培漁業協会　理事長 中村　彰男

18 委員 日本漁船保険組合秋田県支所　支所長 菅原　将人

19 委員 全国漁業信用基金協会秋田支所　担当理事 山本　健藏

20 委員 秋田県鮭鱒増殖協会　会長 須田　壽夫

21 委員 全日本漁港建設協会秋田県支部　支部長 清水　重輝

22 委員 秋田県漁業士会　会長 佐々木　昭

23 委員 秋田県漁協女性部連絡協議会　会長 新城谷　恵美子 （代理）副会長　船木弘子

24 委員 秋田県ハタハタ加工産業振興協議会　会長 金森　俊和

25 委員 しょっつる研究会　会長 高橋　砂織

26 委員 秋田県農業協同組合中央会　会長 船木　耕太郎 （欠席）

27 委員 秋田県森林組合連合会　代表理事会長 佐藤　重芳 （代理）代表理事専務　福井敬二

28 委員 秋田県商工会議所連合会　会長 三浦　廣巳 （代理）事務局長　近江谷功

29 委員 秋田県商工会連合会　会長 村岡　淑郎

30 委員 秋田県中小企業団体中央会　会長 藤澤　正義 （代理）事務局長　加藤貢

31 委員 一般社団法人秋田県観光連盟　会長 齋藤　善― （代理）事務局長　鎌田友巳

32 委員 株式会社秋田県物産振興会　代表取締役 麥澤　博英

33 委員 公益社団法人秋田県バス協会　会長 齋藤　善― （代理）専務理事　佐藤憬

34 委員 秋田県警察本部長 扇澤　昭宏

35 委員 秋田県教育委員会教育長 米田　進 （代理）教育庁総務課長　太田政和

36 委員 秋田県総務部長 島崎　正実

37 委員 秋田県企画振興部長 佐々木　司 （欠席）

38 委員 秋田県あきた未来創造部長 妹尾　明

39 委員 秋田県観光文化スポーツ部長 草彅　作博

40 委員 秋田県健康福祉部長 保坂　学

41 委員 秋田県生活環境部長 田中　昌子

42 委員 秋田県農林水産部長 佐藤　博

43 委員 秋田県産業労働部長 水澤　聡 （代理）産業労働部次長　石川聡

44 委員 秋田県建設部長 柴田　公博 （代理）港湾技監　白井正興

45 委員 秋田県会計管理者（兼）出納局長 佐藤　満 （代理）出納局次長　桜庭誠

46 委員 秋田県山本地域振興局長 倉部　明彦

47 委員 秋田県秋田地域振興局長 木村　雅彦

48 委員 秋田県由利地域振興局長 信田　隆善

49 委員 秋田県議会事務局長 赤川　克宗
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50 参与 株式会社秋田魁新報社　代表取締役社長 小笠原　直樹 （代理）常務取締役　佐川博之

51 参与 株式会社朝日新聞社秋田総局　総局長 淺野　眞

52 参与 株式会社毎日新聞社秋田支局　支局長 大槻　英二 （欠席）

53 参与 株式会社読売新聞社秋田支局　支局長 小坂　佳子 （欠席）

54 参与 株式会社河北新報社秋田総局　総局長 宮川　宏 （欠席）

55 参与 株式会社産経新聞社秋田支局　支局長 藤澤　志穂子 （欠席）

56 参与 株式会社時事通信社秋田支局　支局長 張替　昭彦 （欠席）

57 参与 一般社団法人共同通信社秋田支局　支局長 戸部　大 （欠席）

58 参与 株式会社日本経済新聞社秋田支局　支局長 山田　薫

59 参与 日本放送協会秋田放送局　局長 涌井　良介

60 参与 株式会社秋田放送　代表取締役社長 立田　聡

61 参与 秋田テレビ株式会社　代表取締役社長 神成　俊行 （欠席）

62 参与 株式会社北羽新報社　取締役社長 山木　泰正 （欠席）

63 参与 株式会社エフエム秋田　代表取締役社長 佐藤　誠一 （欠席）

64 参与 秋田朝日放送株式会社　代表取締役社長 桜井　元 （欠席）

65 参与 株式会社秋田ケーブルテレビ　代表取締役 松浦　隆一
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1 秋田県農林水産部次長 湯元　巌

2 秋田県農林水産部次長 佐藤　暢芳

3 秋田県農林水産部参事（兼）水産漁港課長 千葉　俊成

4 秋田県農林水産部水産漁港課政策監（兼）班長 石井　公人

5 秋田県農林水産部水産漁港課副主幹 棚橋　恵里子

6 秋田県農林水産部水産漁港課技師 高橋　佳奈

7 秋田県農林水産部水産漁港課技師 寺田　幹

8 秋田県農林水産部水産振興センター所長 柴田　理

9 秋田県農林水産部水産振興センター総務企画室長 兒玉　公成

10 秋田県農林水産部水産振興センター増殖部長 中林　信康

11 秋田県農林水産部水産振興センター総務企画班長 藤田　靖行

事務局


