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〒980－0011　仙台市青葉区上杉一丁目2-3

　　　自治会館内

〒980-8671　仙台市青葉区国分町三丁目7-1

仙台市議会事務局内

〒980-0011　仙台市青葉区上杉一丁目2-3

　　　自治会館内

〒980-0011　仙台市青葉区上杉一丁目2-3

　　　自治会館内

〒989-2480　岩沼市桜一丁目6-20

岩沼市教育委員会事務局内

〒983-0852　仙台市宮城野区榴岡四丁目1-8

　　　仙台市生涯学習支援センター内

〒980-8570　仙台市青葉区本町三丁目8-1

　　　　県環境生活部共同参画社会推進課内

〒983-0851　仙台市宮城野区榴ヶ岡5

婦人会館内

〒983-0836　仙台市宮城野区幸町四丁目5-1

　　　　エスポールみやぎ（青年会館）内

〒983-0836　仙台市宮城野区幸町四丁目5-1

　　　　エスポールみやぎ（青年会館）内

〒980-0011　仙台市青葉区上杉一丁目2-3

　　　　自治会館内

〒980-0011　仙台市青葉区上杉一丁目2-3

　　　　自治会館内（社会福祉協議会内）

〒980-0011　仙台市青葉区上杉一丁目2-3

　　　　自治会館内

〒981-0914　仙台市青葉区堤通雨宮町4-17

　　　　　県仙台合同庁舎内

〒980-0805　仙台市青葉区大手町1-5

〒980-8633　仙台市青葉区本町三丁目8-1

県保健福祉部健康推進課内

〒985-0841　多賀城市鶴ケ谷一丁目4-1

〒980-8414　仙台市青葉区本町二丁目16-12

仙台商工会議所内

〒980-0011　仙台市青葉区上杉一丁目14-2

県商工振興センター内

〒980-0011　仙台市青葉区上杉一丁目14-2

県商工振興センター内

〒980-8570　仙台市青葉区本町三丁目8-1

県経済商工観光部観光政策課内

令和３年６月現在

1 県市長会 伊　藤　康　志 398-6121

3 県町村会 櫻　井　公　一 221-9201

4 県町村議会議長会 菊　池　修　一 263-3335

2 県市議会議長会 鈴　木　勇　治 214-6164

7
県各種女性団体連絡協議
会

祝　前　清　美 211-2568

8
県地域婦人団体連絡協議
会

大　友　富　子 299-4535

5
県市町村教育委員会協議
会教育長部会

百　井　　　崇
0223
22-1111

6 県公民館連絡協議会 木　田　利　久 292-4875

11 (一社)県交通安全協会 鎌　田　　　宏 223-1130

12
(公財)県老人クラブ連合
会

佐　藤　節　夫 223-1156

9 県青年会議 小野寺　　　学 293-4631

10 県青年団連絡協議会 佐　藤　和　博 792-0650

14 日本赤十字社宮城県支部 村　井　嘉　浩 271-2251

15 (公社)県医師会 佐　藤　和　宏 227-1591

13
（社福）
県社会福祉協議会

加　藤　睦　男 225-8476

18 県商工会議所連合会 鎌　田　　　宏 265-8182

19 県商工会連合会 佐　藤　　　浩 225-8751

16
県食生活改善推進員協議
会

佐々木　寿美子 211-3528

17 (公社)県食品衛生協会 佐々木　圭　亮 355-7005

20 県中小企業団体中央会 佐　藤　勘三郎 222-5560

21 (公社)県観光連盟 村　井　嘉　浩 221-1864

すばらしいみやぎを創る協議会構成員
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〒980-0021　仙台市青葉区中央二丁目9-10

セントレ東北10階

〒980-0011　仙台市青葉区上杉一丁目2-16

農協ビル内

〒980-0011　仙台市青葉区上杉一丁目2-16

農協ビル内

〒980-0011　仙台市青葉区上杉一丁目2-16

農協ビル内

〒986-0032　石巻市開成1-27

水産会館内

〒986-0032　石巻市開成1-27

水産会館内

〒986-0032　石巻市開成1-27

水産会館内

〒980-8570　仙台市青葉区本町三丁目8-1

県環境生活部共同参画社会推進課内

〒980-8570　仙台市青葉区本町三丁目8-1

　　　県農政部農業振興課内

〒983-0836　仙台市宮城野区幸町四丁目5-1

青年会館内

〒983-0836　仙台市宮城野区幸町四丁目5-1

　青年会館内

〒981-1224　名取市増田三丁目9－20

名取市立増田小学校内

〒980-0011　仙台市青葉区上杉一丁目10－1

上杉山通小学校内

〒985-0851　多賀城市南宮字八幡170

多賀城市立第二中学校内

〒981-0908　仙台市青葉区東照宮一丁目3-1

五城中学校内

〒983-0836　仙台市宮城野区幸町四丁目5-1

青年会館内

〒983-0852　仙台市宮城野区榴岡四丁目1-5

仙台ガーデンパレス3階

〒980-0803　仙台市青葉区国分町三丁目6-12

佐正第二ビル6階

〒981-0122　宮城郡利府町菅谷字舘40-1

〒981-3109　仙台市泉区鶴が丘二丁目1-1

鶴が丘中学校内

〒981-0133　宮城郡利府町青葉台一丁目1-1

利府高等学校内

〒981-0913　仙台市青葉区昭和町3-15

ネオプラザ北仙台404号

22 (一社)県経営者協会 海　輪　　　誠 222-4023

23 県農業協同組合中央会 高　橋　　　正 264-8235

26 県漁業協同組合 寺　沢　春　彦
0225
21-5711

27 県漁協女性部連絡協議会 内　海　やゑ子
0225
21-5740

24 県農協青年連盟 佐々木　　　大 264-8245

25
ＪＡみやぎ女性組織協議
会

洞　口　ひろみ 369-7301

30
県生活研究グループ連絡
協議会

高　橋　順　子 211-2836

31 県ＰＴＡ連合会 鈴　木　信　一 295-9581

28 県漁業協同組合青年部 須　藤　貴　雄
0225
21-5740

29 県生活学校連絡協議会 祝　前　清　美 211-2576

34 仙台市小学校長会 白　井　剛　次 221-3391

35 県中学校長会 長　澤　裕　司 309-1351

32 県高等学校ＰＴＡ連合会 佐　藤　慎　也 299-4621

33 県小学校長会 佐々木　博　明 382-2005

38
県私立中学高等学校連合
会

松　良　千　廣 299-7117

39
(一社)県私立幼稚園連合
会

鎌　田　文　惠 263-7040

36 仙台市中学校長会 岩　田　光　世 727-6676

37 県高等学校長協会 佐々木　克　敬 352-0538

42 県高等学校体育連盟 駒　木　康　伸 349-0550

43
（特非）県レクリエー
ション協会

熊　谷　　　大 718-0951

40 (公財)県スポーツ協会 鈴　木　省　三 356-1125

41 県中学校体育連盟 石　川　一　博 725-4207
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〒983-0836　仙台市宮城野区幸町四丁目5-1

青年会館内

〒985-0841　多賀城市鶴ケ谷一丁目4-1

県多賀城分庁舎2階

〒980-0011　仙台市青葉区上杉二丁目4-46

〒981-0914　仙台市青葉区堤通雨宮町4-17

県仙台合同庁舎内

日本ボーイスカウト　　　宮城県連盟 〒985-0841　多賀城市鶴ケ谷一丁目4-1

宮城県連盟 県多賀城分庁舎内

〒980-0803　仙台市青葉区国分町三丁目1-1

仙台第一生命ビル5階

〒980-0014　仙台市青葉区本町二丁目12-7

ハーネル仙台7階

〒984-0838　仙台市若林区上飯田二丁目19-28

〒981-0914　仙台市青葉区堤通雨宮町4-17

県仙台合同庁舎内

〒980-8660　仙台市青葉区五橋一丁目2-28

〒980-0014　仙台市青葉区本町二丁目2-6

〒980-0012　仙台市青葉区錦町一丁目5-1

〒980-0021　仙台市青葉区中央二丁目3-6

読売仙台ビル3階

〒980-0803　仙台市青葉区国分町二丁目14-18

定禅寺パークビル3階

〒980-0014　仙台市青葉区本町二丁目19-24

〒980-0022　仙台市青葉区五橋一丁目2-28

〒980-0822　仙台市青葉区立町27-21

仙台橋本ビル7階

〒980-8435　仙台市青葉区本町二丁目20-1

〒982-0831　仙台市太白区八木山香澄町26-1

〒980-0011　仙台市青葉区上杉五丁目8-33

〒983-8611　仙台市宮城野区日の出町一丁目5-33

〒981-8511　仙台市青葉区双葉ヶ丘二丁目9-1

〒980-8420　仙台市青葉区本町二丁目10-28

46 県森林組合連合会 佐　藤　正　友 225-5991

47 (公社)県緑化推進委員会 森　　　琢　男 301-7501

44 県ユースホステル協会 佐　藤　正　昭 295-1482

45 (公社)県防犯協会連合会 姉　歯　和　郎 355-7401

50
日本労働組合総連合会宮
城県連合会

小　出　裕　一 263-9762

51
(特非)県ボランティア協
会

吉　川　寛　康
090-
94201556

48 村　井　嘉　浩 355-6265

49 県ユネスコ連絡協議会 見　上　一　幸 224-2581

54 朝日新聞仙台総局 矢　部　丈　彦 223-3116

55 毎日新聞仙台支局 石　丸　　　整 222-5972

52 (公財)県国際化協会 加　藤　睦　男 275-3796

53 ㈱河北新報社 一　力　雅　彦 211-1432

58 日本経済新聞社仙台支局 和　佐　徹　哉 222-5613

59
（一社）共同通信社仙台
支社

石　亀　昌　郎 266-0606

56 読売新聞東北総局 池　辺　英　俊 222-4121

57 産経新聞社東北総局 村　山　雅　弥 221-3321

62 東北放送㈱ 一　力　敦　彦 229-1111

63 ㈱仙台放送 稲　木　甲　二 267-1212

60 時事通信社仙台支社 藤　野　清　光 223-2900

61
日本放送協会 仙台拠点
放送局

神　田　真　介 211-1001

66 ㈱エフエム仙台 小田桐 　和 久 265-7711

64 ㈱宮城テレビ放送 大　沼　裕　之 236-3411

65 ㈱東日本放送 佐　藤　吉　雄 276-8430
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〒988-8501　気仙沼市八日町一丁目1-1

気仙沼市震災復興・企画部地域づくり推進課内

〒986-0727　本吉郡南三陸町志津川字新井田165－1

志津川公民館内

〒989-2292　亘理郡山元町浅生原字作田山32

山元町教育委員会生涯学習課内

〒981-3692　黒川郡大衡村大衡字平林62

大衡村公民館内

〒981-4122　加美郡色麻町四竃字北谷地142

色麻町公民館内

〒981-4401　加美郡加美町宮崎字屋敷一番52-4

加美町教育委員会生涯学習課内

〒987-0147　遠田郡涌谷町字下道69-1

涌谷公民館内

〒986-2265　牡鹿郡女川町女川一丁目1-1

女川町教育委員会生涯学習課内

〒981-0503　東松島市矢本字大溜16－1

東松島市総務部市民協働課内

〒989-0821　刈田郡蔵王町大字円田字西浦5

蔵王町教育委員会生涯学習課内

〒989-0592　刈田郡七ヶ宿町字関126

七ヶ宿町教育委員会内

〒989-1752　柴田郡柴田町槻木下町三丁目1-60

槻木生涯学習センター内

〒980-0011　仙台市青葉区上杉一丁目2-3

自治会館内

〒980-8414　仙台市青葉区本町二丁目16-12

　仙台商工会議所内

〒980-8570　仙台市青葉区本町三丁目8-1

県復興・危機管理部復興支援・伝承課内

〒980-8570　仙台市青葉区本町三丁目8-1

県環境生活部共同参画社会推進課内

〒980-8570　仙台市青葉区本町三丁目8-1

県保健福祉部保健福祉総務課内

〒980-8570　仙台市青葉区本町三丁目8-1

県経済商工観光部観光政策課内

〒980-8570　仙台市青葉区本町三丁目8-1

県教育庁生涯学習課内

67
気仙沼市民憲章推進協議
会

鈴　木　玲　子
0226
22-3409

70
すばらしい大衡を創る協
議会

三　塚　富　男
022
345-2197

71
すばらしい色麻を創る協
議会

佐　藤　　　一
0229
65-3110

68
すばらしい南三陸をつく
る協議会

辻　　　文　生
0226
46-1341

69
すばらしいやまもとを創
る協議会

星　　　忠　三
0223
36-8948

74
すばらしいおながわを創
る協議会

齋　藤　俊　美
0225
54-3131

75
東松島市まちづくり推進
協議会

菅　井　賢　治
0225
82-1111

72
すばらしい加美町を創る
協議会

佐々木　正　敏
0229
69-5113

73
すばらしい涌谷を創る協
議会

熊　谷　信一郎
0229
43-3001

77
すばらしい七ヶ宿町を創
る協議会

吉　田　信　夫
0224
37-2195

78
すばらしい柴田町を創る
協議会

大　場　勝　郎
0224
56-1997

76
すばらしい蔵王町を創る
協議会

佐　藤　一　夫
0224
33-2018

県商工会議所連合会常任
幹事

今　野　　　薫 265-8182

81 県復興・危機管理部長 佐　藤　達　哉 211-2424

　学　識　経　験　者

79 県町村会事務局長 小　野　和　宏 221-9201

84 県経済商工観光部長 千　葉　隆　政 211-2709

85 県教育委員会教育長 伊　東　昭　代 211-3690

82 県環境生活部長 鈴　木　秀　人 211-2576

83 県保健福祉部長 伊　藤　哲　也 211-2513

80



区　　　分

顧　　　問

顧　　　問

顧　　　問

顧　　　問

　　　　  役　　　職　　　　         氏　　　名

　宮城県知事　　　　　　　　　　　 村　井　嘉　浩

　宮城県議会議長　　　　　　　　　 石　川　光次郎

　宮城県市議会議長会会長　　　　　 鈴　木　勇　治

　宮城県町村議会議長会会長　　　　 菊　池　修　一


