
災害発生時の情報共有リスト（連絡担当者名簿） H24.3.7現在

郵便番号 住所

警　察　庁 中国管区警察局 総務監察・広域調整部　 災害対策官 石井　和之 730-0012 広島市中区上八丁堀6番30号

総　務　省 中国総合通信局 総務部総務課 総務課長 福田　卓夫 730-8795 広島市中区上東白島町19-36

厚生労働省 中国四国厚生局 総務課　庶務係　会計係 佐藤　功 730-0012 広島市中区上八丁堀6番30号

農林水産省 中国四国農政局 生産部生産技術環境課 生産技術環境課長 橋本　一也 700-8532 岡山市北区下石井１丁目4番1号

経済産業省 中国経済産業局 総務企画部総務課 総務課長 向井　裕 730-8531 広島市中区上八丁堀6番30号

経済産業省 中国四国産業保安監督部 管理課 課長補佐 植野　雅博 730-0012 広島市中区上八丁堀6番30号

管理課 係長 山形　智幸 730-0012 広島市中区上八丁堀6番30号

国土交通省 中国地方整備局 企画部防災課 課長 元山　勉 730-8530 広島市中区上八丁堀6番30号

国土交通省 中国運輸局 総務部 安全防災・危機管理調整官 前田眞治 730-8544 広島市中区上八丁堀６－３０

国土交通省 大阪航空局 総務部航空保安対策課 危機管理係長 梅本　晋 540-8559 大阪市中央区大手前4-1-76

国土地理院 中国地方測量部 防災情報管理官 田中　仁志 730-0012 広島市中区上八丁堀6番30号

気象庁 大阪管区気象台 総務部業務課 防災調整係長 榎本　淳一 540-0008 大阪市中央区大手前4-1-76

気象庁 福岡管区気象台 総務部業務課 防災調整係長 後藤　浩文 810-0052 福岡市中央区大濠1-2-36

海上保安庁　 第六管区海上保安本部 警備救難部　運用指令センター 734-8560 広島市南区宇品海岸３－１０－１７

海上保安庁　 第七管区海上保安本部 警備救難部環境防災課 環境防災課長 福田　幸二 801-8507 北九州市門司区西海岸１－３－１０

海上保安庁　 第八管区海上保安本部 警備救難部救難課運用司令センター 主任運用官（当直班長） 624-8686 舞鶴市字下福井９０１　舞鶴港湾合同庁舎

環　境　省 中国四国地方環境事務所 総務課 課長補佐 原田　幸也 700-0984 岡山市北区桑田町18-28　明治安田生命ビル!F

防　衛　省 陸上自衛隊第十三旅団 司令部第2部 地誌班 地誌班長（1等陸尉） 松本　昌晃 736-0053 広島県安芸郡海田町寿長2-1

防　衛　省 海上自衛隊 呉地方総監部 航空主任 奥州　憲市 737-8554 呉市幸町８－１

鳥取県

島根県 土木部 土木総務課 課長代理 坂本　偉健 690-8501 島根県松江市殿町1

岡山県 総務部 危機管理課 防災対策班（副参事） 川部　豊 700-8570 岡山市北区内山下2-4-6

広島県 災害対策本部 本部総括班 危機管理センター（防災会議室） 730-8511 広島市中区基町10-52

山口県 総務部 防災危機管理課 主幹 金子　秀登 753-8501 山口県山口市滝町1-1

山口県 土木建築部　 監理課 主査（総括） 能埜  一哉 753-8501 山口県山口市滝町1-1

岡山市 都市整備局　 河川港湾課 防災係長 高見　龍剛 700-8544 岡山市北区大供1-1-1

広島市 消防局 防災課 課長 斉藤　浩 730-0051 中区大手町5丁目２０－１２

西日本高速道路(株)中国支社 保全サービス事業部　保全サービス統括課（平日昼間） 課長 仙石 博嗣 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井2-26-1

保全サービス事業部　道路管制センター（夜間・休日） 統括司令 統括司令 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井2-26-1

本州四国連絡高速道路(株) しまなみ尾道管理センター 副所長 真辺 保仁 722-0073 広島県尾道市向島町6904

広島県道路公社 事務局長 小川　紀之 730-0051 広島市中区大手町二丁目11-15

広島高速道路公社 総務部 総務課長 角　　 　孝 730-0037 広島市中区中町8-18

中国電力(株) 流通事業本部（給電担当） マネージャー 稲山　茂実 730-8701 広島市中区小町4-33

非常災害対策総本部 情報班長 - 730-8701 広島市中区小町4-33

電源開発(株)中国支社 支社長 小林　真幸 730-0011 広島市中区基町11-13

西日本電信電話(株) 広島支店　災害対策室 田淵　國明 734-0004 広島県広島市南区宇品神田3-12-11

(株)ＮＴＴ・ドコモ　中国支社 サービス運営部 災害対策室 災害対策室長 浅原　雄二 733-0833 広島県広島市西区商工センター2-6-2

サービス運営部 災害対策室 災害対策室 担当課長 年岡　道文 733-0833 広島県広島市西区商工センター2-6-2

ＫＤＤＩ(株) 技術統括本部 運用本部 運用品質管理部 広島ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ　 ｾﾝﾀｰ長 鵜川　美彦 730-0042 広島市中区国泰寺2-1-11

ソフトバンクモバイル(株) モバイルネットワーク本部 中国技術部 技術管理課長 冨田　秀世 730-8551 広島県広島市中区幟町13-11

西日本旅客鉄道(株) 広島支社　総務課 課長 倉田　暢明 732-0057 広島市東区二葉の里３丁目８－２１

日本貨物鉄道(株)関西支社 広島支店 安全係長 賀屋　繁 732-0057 広島市東区二葉の里３－８－２１

中国地方鉄道協会 専務理事 大前　泰人 732-0056 広島市東区上大須賀町１－１６

中国バス協会 専務理事 西川　雅己 732-0056 広島市東区上大須賀町１－１６

中国乗用旅客自動車協会 専務理事 笹倉　賢治 733-0036 広島市西区観音新町１－７－７１

中国トラック協会 専務理事 山根　徹吾 732-0052 広島市東区光町２丁目１－１８

中国旅客船協会連合会 専務理事 森藤　幹二 734-0011 広島市南区宇品海岸１－１３－２６

中国地方海運組合連合会 専務理事 岩本　信夫 732-0827 広島市南区稲荷町４－５

中国地方港運協会 専務理事 中塚　章仁 734-0011 広島市南区宇品海岸３－１１－１７

中国地方倉庫協会連合会 事務局長 増岡　洋史 732-0828 広島市南区京橋町１－２３

一般社団法人日本ガス協会　中国部会 技術総括 池田　宏治 734-0007 広島市南区皆実町1丁目10-18 広島ガス株式会社第３ビル内

一般社団法人日本コミュニティーガス協会　中国支部 事務局長 綿原　盛雄 730-0017 広島市中区鉄砲町1-20

中国地区ＬＰガス協会連合会 事務局：(社)広島県ｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽ協会 専務理事 宮崎　栄二 733-0812 広島市西区己斐本町3-8-5

全国石油商業組合連合会　中国支部 事務局：広島県石油商業組合 主事 山崎　香 732-0824 広島市南区的場町1-7-20

（調整中）

連絡先

④　情報共有のための当面の方策について

機関名 役職 氏名所属


