
№ 所 属 職 名 氏 名 № 所 属 職 名 氏 名

国土交通省東北運輸局 真室川町
　山形運輸支局 　町民課
国土交通省東北運輸局 大蔵村
　山形運輸支局　輸送・監査部門 　総務課
国土交通省東北地方整備局 鮭川村
　山形河川国道事務所 　住民税務課
山交バス株式会社 戸沢村

山交バス株式会社 高畠町
　営業部乗合課 　企画財政課
株式会社新庄輸送サービス 川西町
　コンプライアンス室 　まちづくり課
庄内交通株式会社 小国町

　町民税務課

庄内交通株式会社 白鷹町

　鶴岡営業所 　企画政策課
東日本旅客鉄道株式会社 仙台支社 飯豊町
　総務部　企画室 　住民課
東日本旅客鉄道株式会社 仙台支社 三川町
　総務部　企画室 　企画調整課
山形県交通運輸産業 庄内町
　労働組合協議会 　企画情報課まちづくり係
一般社団法人 遊佐町
　山形県バス協会 　産業課産業創造係
山形鉄道株式会社 山形県県土整備部

　道路保全課
一般社団法人 山形県県土整備部
　山形県ハイヤー協会 　空港港湾課
山形県ハイヤー・タクシー協会 山形県村山総合支庁

　総務課連携支援室
山形県警察本部交通部 山形県村山総合支庁
　交通企画課 　西村山総務課連携支援室
山形県警察本部交通部 山形県村山総合支庁
　交通企画課 　北村山総務課連携支援室
山形市 山形県最上総合支庁
　企画調整課 　総務課連携支援室
米沢市 山形県置賜総合支庁
　総合政策課 　総務課連携支援室
鶴岡市 山形県置賜総合支庁
　地域振興課 　西置賜総務課連携支援室
酒田市 山形県庄内総合支庁
　都市デザイン課 　総務課連携支援室
新庄市 山形県みらい企画創造部
　総合政策課 　総合交通政策課
寒河江市
　企画創成課 （事務局）
上山市 山形県みらい企画創造部
　市政戦略課 　総合交通政策課
村山市 山形県みらい企画創造部
　市民環境課 　総合交通政策課
長井市 山形県みらい企画創造部
　地域づくり推進課 　総合交通政策課
天童市 山形県みらい企画創造部
　生活環境課 　総合交通政策課
東根市
　生活環境課 （委託事業者等）
尾花沢市 64 株式会社ケー・シー・エス 支社長
　市民税務課 　東北支社
南陽市 65 株式会社ケー・シー・エス グループマネージャー

　みらい戦略課 　コンサルティング本部
山辺町 66 株式会社ケー・シー・エス
　政策推進課 　東北支社
中山町 67 株式会社トラフィックブレイン 交通データディレクター

　総合政策課
河北町
　政策推進課
西川町
　政策推進課
朝日町
　政策推進課
大江町
　政策推進課
大石田町
　まちづくり推進課
金山町
　総合政策課

最上町

　総務課

舟形町

　まちづくり課

熊　谷　慶　一
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58

60

61

62

2 首席運輸企画専門官 関　澤　　　真

41

1 支局長 佐　藤　博　昭

40

3

44

常務取締役 髙　橋　　　智

43

42

5 室長 山　科　秀　行

4 副部長兼乗合課長 漆　山　勝　治

主任 山　本　康　平

457 乗合バス課長 中　村　美　穂

課長 金　子　昭　一

6
執行役員
乗合バス部長

中　村　文　泰

8 企画部長 島　児　伸　次

49

48

47

46

9 副課長 今　野　　　聡

13 専務理事 岡　崎　和　視

55

12 専務理事 山　家　庸　彰

54

課長補佐

53

52

51

連携支援専門員 菅　原　　　聡

17 地域振興主幹 森　谷　　　純 連携支援主査

59

57

56

26 課長 間木野　教　子

23 生活環境主査(兼)係長 後　藤　新之介

24 課長 新　野　弘　明

38

係長 大　場　美穂子

31 政策推進係長 加　藤　正　俊

32 主事 阿　部　真　也

係長 八　鍬　智　彦

政策推進主査 岡　部　雅　人

欠席

欠席

総務課長 高　橋　浩　康

課長補佐 大　場　健　一

田　村　　　亮

岡　崎　国　宏

政策推進主査

37

主任 寺　嵜　尚　慶

29

欠席

横　山　　　浩主幹20

総合戦略係長 鈴　木　宏　美

30 課長 神　保　勝　也

27 課長 本　間　　　純

28 主事 落　合　祐　弥

25 課長 藤　澤　英　昭

36

33

課長 奥　村　正　隆

16

齋　藤　眞　一地域振興専門員18

21 主事 黒　田　裕　樹

22 副主幹 猪　倉　　　司

齋　藤　真　朗19 調整主任 齋　藤　武　有 室長

星　野　　　清

室長

町民生活室長 小　野　正　晴

50

課長補佐 橋　本　秀　和

主事

宮　城　友　嘉
課長補佐(兼)
交通企画係長

小　泉　　　篤

15 交通安全対策担当補佐 木　村　弘　紀 室長 木　村　治　彦

梶　原　仁　也

14
交通部参事官兼
交通企画課長

小　川　広　治 室長 鈴　木　由美子

連携支援主査

小　松　弘　幸

白　田　友　香

課長補佐兼
地域振興係長

課長補佐兼
産業創造係長

後　藤　夕　貴

課長 酒　井　達　朗

課長 伊　藤　芳　典

課長 髙　橋　誠　一

交通企画専門員 木　島　一　彦

主査 山　川　晃　広

11 専務取締役 押　切　　　榮 課長 阿　部　真　一

10

主事 小　林　えり奈

専務理事 小　関　和　夫

63

上　村　愛　実

石　田　洋　平

吉　松　秀　敏

諸　星　賢　治

スタッフリーダー・
技術主任

34

35


