
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 欠席

静岡大学 教授 小山  真人

環境・防災研究所 所長 藤井  敏嗣 欠席

神奈川県安全防災局温泉地学研究所 所長 里村　幹夫

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 所長 鈴木　茂久

副主査 望月　和久

山梨県企画県民部 所長 二茅　達夫

山梨県森林環境部 主幹研究員 内山　　 高

山梨県県土整備部 総括技術審査監 小野　邦弘

課長補佐 渡辺　和彦

課長 小池　    厚

課長補佐 保坂　新一

課長補佐 小林　一仁

次長 杉沢　富夫

山梨県警察本部警備部 災害対策係長 小林　邦明

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

主任 高村　浩也

富士河口湖町 課長 外川　亮介

係長 堀内　 　進

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

富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部 課長 桑原　泰男

副主幹 長田　明彦

消防課

総務課

総務課

総務課

総務課

安全対策課

総務課

総務課

警備第二課

富士・東部地域県民センター

環境科学研究所

砂防課

峡南地域県民センター

富士・東部建設事務所吉田支所

道路管理課

第第第第２２２２回回回回　　　　富士山火山防災対策協議会富士山火山防災対策協議会富士山火山防災対策協議会富士山火山防災対策協議会　　　　出席者名簿出席者名簿出席者名簿出席者名簿

所属

所属

防災危機管理課



（（（（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

静岡県危機管理部 危機管理監兼危機管理部長 小川　英雄

危機管理監代理兼危機管理部理事 岩田　孝仁

危機管理部理事（防災対策担当） 外岡　達朗

静岡県交通基盤部道路局 課長 梨本　和則

静岡県交通基盤部河川砂防局 課長 八木　正道

主任 浦田　芳孝

静岡県交通基盤部　 所長 田中　宏明

企画検査課 企画班長 杉山　一仁

所長 増島　康行

所長 堀野　　　徹

維持管理課 課長 岩崎　泰克

静岡県危機管理部 主任 彦坂　茂樹

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

原子力安全対策班長 神村　典浩

主査 小澤　謙一

局長 佐藤　一彦

技監兼地域支援課長 宮崎　良一

地域支援課 副班長兼主幹 森井　　徹

主任 植松　明香

静岡県警察本部警備部 災害対策課 課長補佐 岩瀬　盛一

係長 石田　 　誠

沼津市 主幹兼防災地震係長 今井將一郎

主任 山田　弘樹

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

主幹 佐野　幸利

御殿場市 危機管理監 松田　秀夫

裾野市 危機管理調整監 大内　敏夫

長泉町 課長 神山　秀久

主幹 芹澤　文寿

小山町 危機管理監 新井　　昇地域防災課

防災交通課

地域防災課

原子力安全対策課

危機情報課

富士土木事務所

危機政策課

砂防課

土木防災課

熱海土木事務所

沼津土木事務所

道路保全課

所属

東部危機管理局

防災危機管理課

危機管理課

危機管理課



（（（（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 安全防災部長 和田   　久

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

主任研究員 萬年　一剛

神奈川県県土整備局河川下水道部 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 小田　郁夫

神奈川県県土整備局道路部 課長 関矢　博己

神奈川県県土整備局 工務部長 向笠　一郎

 神奈川県 安全防災課長 浅場　   周

神奈川県警察本部警備部 危機管理対策課 警部補 仲野　祐一

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

国土交通省関東地方整備局 総括防災調整官 大沼　克弘

建設専門官 弓野　和弘

課長補佐 安藤　詳平

国土交通省中部地方整備局 総括防災調整官 井口　泰行

課長補佐 松下　一樹

課長補佐 野田　茂樹

国土交通省関東地方整備局 課長 篠遠　富恵

専門職 竹尻　賢逸

国土交通省中部地方整備局 事務所長 新宅　幸夫

副所長 加藤　敏文

課長 大森　徹治

火山対策計画係長 山根　宏之

防災対策推進官 静川　　 淳

建設専門官 小塩　 　毅

水防調整係長 村山　貴紀

気象庁地震火山部火山課 課長 山里　   平

噴火予知調整係長 道端　秀和

計画係 村井　　 浩

東京管区気象台 主任技術専門官 阿部　正雄

名古屋地方気象台 主任技術専門官 菊田　晴之

東京管区気象台 調査官 近藤　 さや

甲府地方気象台 台長 高橋　永壽

次長 小口與四夫

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 台長 宮本　仁美

火山防災官 井出　洋一

防災指導係長 岸　　伸恵

横浜地方気象台 台長 萬納寺信崇

火山防災官 田口　陽介

内閣府政策統括官（防災担当）付 参事官（調査・企画担当） 藤山　秀章

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（調査・企画担当）付 参事官補佐（火山対策担当） 河内　清高

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（調査・企画担当）付 火山対策担当主査 齋藤公一滝

防災業務課

防災業務課

防災業務課

総務部業務課

沼津河川国道事務所
　　　　　　調査第一課

火山課

総務部業務課

管理課

富士砂防事務所

調査・品質
確保課

静岡国道事務所

河川部河川計画課

道路部道路管理課

甲府河川国道事務所

道路管理第二課

企画部防災課　

河川部河川計画課

所属

道路管理課

県西土木事務所

県西地域県政総合センター

所属

災害対策課

温泉地学研究所

砂防海岸課



職　　　　名 氏　　　　名 備考

陸上自衛隊第１師団 火力調整幹部 及川　秀亮

陸上自衛隊第１師団 野田　重信

陸上自衛隊東部方面混成団 運用訓練幹部 　　　 鹿嶋　祐介

訓練陸曹        田辺　厚司

国土地理院関東地方測量部 防災企画係長 中田　昌吾

４４４４　　　　ライフラインライフラインライフラインライフライン関係機関関係機関関係機関関係機関

職　　　　名 氏　　　　名 備考

中日本高速道路(株)東京支社 企画統括チーム担当リーダー 末吉　寿明

中日本高速道路(株)八王子支社 企画統括チームサブリーダー 中村　丈彦

企画統括チーム 加瀬　洋介

総務企画担当課長 長岡　隆弘

富士急行株式会社 課長 森屋　孝士

安全ＣＳ課長 鈴木　　 優

５５５５　　　　オブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー

職　　　　名 氏　　　　名 備考

新潟県防災局 政策企画員 長尾　 　聡

国立保健医療科学院 上席主任研究官 石峯　康浩

静岡県地震防災センター 防災指導専門監 西井　 　晃

山梨県立大学地域研究交流センター 特任教授 　　　 輿水　達司

健康危機管理研究部

交通事業部

保全サービス事業部

保全サービス事業部

大月保全・サービスセンター

所属

総務部

第１特科隊第3科

第34普通科連隊

所属

第31普通科連隊第3科

防災課

所属

防災企画課


