
１１１１　　　　識者識者識者識者

職　　　　名 氏　　　　名 備考

山梨県環境科学研究所 所長 荒牧　重雄

政策研究大学院大学 特任教授 池谷　　 浩

日本大学 教授 鵜川  元雄

静岡大学 教授 小山  真人

環境・防災研究所 所長 藤井  敏嗣

神奈川県安全防災局温泉地学研究所 所長 里村　幹夫 欠席

２２２２　　　　各県関係機関各県関係機関各県関係機関各県関係機関

（（（（１１１１））））山梨県関係山梨県関係山梨県関係山梨県関係

職　　　　名 氏　　　　名 備考

山梨県総務部 防災危機管理監 佐野　芳彦

防災対策専門監 山下　憲美

課長 前沢　喜直

総括課長補佐 城野　仁志

課長補佐 井上　義彦

副主幹 坂上　幸広

山梨県企画県民部 次長（地域防災幹） 渡邊　尚毅

副主査 望月　和久

山梨県企画県民部 次長（地域防災幹） 中村　　 茂

主査 伏見　速人

山梨県森林環境部 主幹研究員 内山　   高

山梨県県土整備部 課長補佐 小林　一仁

技師 山田　   晋

富士吉田市 防災専門官 照井　　 智

主幹 柏木  和人

西桂町 主任 前田　一矢

忍野村 防災監 大森　純一

副主査 井原　悠紀

山中湖村 防災係長 長田　治大

主査 高村　浩也

富士河口湖町 防災係長 堀内　　 進

防災係 高橋　幹雄

鳴沢村 主任 渡邊　真也

身延町 副主幹 深沢　暢之

主査 小林　清文

防災危機管理課

峡南地域県民センター
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所属

所属

富士・東部地域県民センター

環境科学研究所

砂防課

安全対策課

総務課

総務課

総務課

総務課

総務課

総務課



（（（（２２２２））））静岡県関係静岡県関係静岡県関係静岡県関係

職　　　　名 氏　　　　名 備考

静岡県交通基盤部河川砂防局 班長代理 西川　   茂

静岡県危機管理部 課長 鈴木   　亨

主事 森下　知行

課長 滝田　和明

情報班長 勝又　宏幸

主査 増田　真之

主査 百合本　岳

主査 鈴木　知陽

危機調整監 岸谷　清満

主任 渡邊　多恵

静岡県東部危機管理局 副班長兼主幹 森井　　徹

主査 松野　照人

主任 植松　明香

沼津市 主任 久保田吉則

三島市 課長 川口　和美

主任 渡邉　英夫

富士宮市 防災危機管理室 防災監兼防災危機管理室長 秋山　和彦

事務員 鈴木　祐策

富士市 課長 栢森　孝幸

上席主事 佐野　元洋

御殿場市 危機管理監 松田　秀夫

防災調整官 藤森　孝朗

裾野市 危機管理調整監 大内　敏夫

長泉町 主幹 芹澤　文寿

主査 平川　雅章

小山町 危機管理監 新井　　昇

（（（（３３３３））））神奈川県関係神奈川県関係神奈川県関係神奈川県関係

職　　　　名 氏　　　　名 備考

神奈川県安全防災局安全防災部 応急対策担当課長 山口　達夫

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 春山　正敏

副主幹 金田   　稔

神奈川県県土整備局河川下水道部 主査 能條　   暁

 神奈川県 安全防災課長 浅場　   周

防災危機管理課

危機管理課

危機管理課

地域支援課

所属

砂防課

危機政策課

危機対策課

危機情報課

市民部

地域防災課

危機管理室

砂防海岸課

県西地域県政総合センター

住民福祉部

所属

災害対策課



３３３３　　　　国関係機関国関係機関国関係機関国関係機関

職　　　　名 氏　　　　名 備考

国土交通省中部地方整備局  富士砂防事務所 事務所長 新宅　幸夫

課長 大森　徹治

火山対策計画係長 山根　宏之

気象庁地震火山部 火山防災官 今井　敏之

噴火予知調整係長 道端　秀和

東京管区気象台   地震津波火山防災情報調整官 阿部　正雄

甲府地方気象台 火山防災官 尾能　耕一

防災指導係長 望月　   司

静岡地方気象台 火山防災官 井出　洋一

横浜地方気象台 防災管理官 伊藤　   徹

火山防災官 田口　陽介

内閣府（防災担当） 参事官補佐 河内　清高

現地体制担当主査 三輪　　　亘

国土交通省水管理・国土保全局砂防部 課長補佐 山越　隆雄 オブザーバー

中部地方整備局河川部 土砂災害警戒避難対策係長 船戸　総久 オブザーバー

陸上自衛隊第１師団 火力調整幹部 及川　秀亮 オブザーバー

運用訓練陸曹 箭内　紀男 オブザーバー

陸上自衛隊第１師団 第３科長 阿比留恵一 オブザーバー

陸上自衛隊東部方面混成団 運用訓練幹部 　　　 鹿嶋　祐介 オブザーバー

訓練陸曹 　　　 佐藤　哲也 オブザーバー

国土地理院関東地方測量部 防災企画係長 中田　昌吾 オブザーバー

上席主任研究官 石峯　康浩 オブザーバー

火山課

気象防災部

所属

調査課

防災業務課

防災業務課

防災業務課

調査・企画担当

第31普通科連隊

砂防計画課地震・火山砂防室

河川計画課

防災課

災害緊急事態対処担当

第１特科隊

国立保健医療科学院（厚生労働省）／日本火山学会防災委員会

第34普通科連隊


