
会 員 役 職 出 席 者 役 職 出 席 者 氏 名

警察庁 中国管区警察局 局長　　　　　　 総務監察・広域調整部　災害対策官 秦　光昭　（代理）

総務省 中国総合通信局 局長　　　　　　 防災対策推進室 室長 小林　信喜　（代理）

厚生労働省 中国四国厚生局 局長　　　　　　 総務課長補佐 植本　勇　（代理）

農林水産省 中国四国農政局 局長　　　　　　 企画調整室 室長 金子　幸司　（代理）

経済産業省 中国経済産業局 局長　　　　　　 資源エネルギー環境部 資源・燃料課 課長補佐 三上　隆弘　（代理）

経済産業省 中国四国産業保安監督部 部長　　　　　　 管理課長補佐 金子　健　（代理）

国土交通省 中国地方整備局 局長　◆会長　　　　　　 局長 川﨑　茂信

国土交通省 中国運輸局 局長　◆副会長　　　　 局長 川中　邦男

国土交通省 大阪航空局 局長　　　　　　 広島空港事務所 広域空港管理官 安藤　勲　（代理）

国土地理院 中国地方測量部 部長　　　　　　 防災情報管理官 安藤　久　（代理）

気象庁 広島地方気象台 台長　　　　　　 広域防災管理官 弘田　実　（代理）

気象庁 福岡管区気象台 台長　　　　　　 気象防災部長 千葉　剛輝　（代理）

海上保安庁 第六管区海上保安本部 本部長　　　　　 総務部長 宮本　勝通（代理）

海上保安庁 第七管区海上保安本部 本部長　　　　　 環境防災課長 中里　均　（代理）

海上保安庁 第八管区海上保安本部 本部長　　　　　 警備救難部　環境防災課長 山本　有為　（代理）

環境省 中国四国地方環境事務所 所長　　　　　　 広島事務所 所長 加藤　博己　（代理）

防衛省 中国四国防衛局 局長 地方調整課 地方協力確保室長 坂梨　真治　（代理）

防衛省 自衛隊広島地方協力本部 本部長　　　　　 欠席

防衛省 陸上自衛隊第十三旅団 旅団長　　　　　 第３部　１等陸尉 尾原　秀一　（代理）

防衛省 海上自衛隊呉地方総監部 幕僚長　　　　　 防災部 第３幕僚室 防災主任 前田　龍志　（代理）

鳥取県 危機管理局 局長　　　　　　 欠席

鳥取県 県土整備部 部長　　　　　　 技術企画課長 福政　孝啓　（代理）

島根県 防災部 部長　　　　　　 欠席

島根県 土木部 部長　　　　　　 土木総務課　調整監 森脇　孝　（代理）

岡山県 知事直轄 危機管理監　　　 危機管理課 参事 秋山　光一　（代理）

岡山県 土木部 部長　　　　　　 技術総括監 西本　靖　（代理）

広島県 危機管理監 危機管理監　　　 危機管理監　参事 山田　大平　（代理）

広島県 土木建築局 局長　　        技術企画課 参事 伊達　雅弘　（代理）

山口県 総務部 危機管理監　　　 防災危機管理課　主幹 見寄　靖彦　（代理）

山口県 土木建築部 部長　　　　　　 審議監 篠原　英道　（代理）

岡山市 危機管理室 危機管理担当局長 危機管理担当課長 田渕　康弘　（代理）

岡山市 都市整備局 局長　　　　　　 欠席

広島市 危機管理室 危機管理担当局長 危機管理課長 稲田　照彰　（代理）

広島市 道路交通局 局長　　　　　　 道路部 道路課長 佐々木　尚行　（代理）

支社長　　　　　 支社長　　　　　 小橋　慶三

所長　　　　　　 所長 大川　宗男

理事長　　　　　 道路部長 三好　博　（代理）

理事長　　　　　 総務部　総務課長 向久保　亨　（代理）

地域共創本部
地域総括部長

地域共創本部 地域総括部長 清王　秀敏

所長　 所長　 水本　明彦

設備部長　　　　 設備部 担当課長 西原　満　（代理）

ネットワーク部長 ネットワーク部災害対策室 室長 藤井　数馬　（代理）

広島ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ長 広島テクニカルセンター マネージャー 立川　哲也　（代理）

中国技術部長 中国技術部 技術管理課長 平田　敦史　（代理）

代表取締役　　　 広島支社　総務課長 森重　英明　（代理）

支社長　　　　　 広島支店 副支店長 中村　卓哉　（代理）

会長　　　　　　 総務課長 松浦　安彦　（代理）

会長　　　　　　 広島県バス協会 事務局長 山岡　弘和　（代理）

会長　　　　　　 事務局長 竹上　忠義　（代理）

会長　　　　　　 理事 迫田　礼三　（代理）

会長　　　　　　 専務理事 松山　生馬　（代理）

会長　　　　　　 欠席

会長　　　　　　 専務理事 三原　利明　（代理）

会長　　　　　　 事務局長 中塚　章仁　（代理）

部会長　　　　　 技術総括 村上　清　（代理）

支部長　　　　　 事務局長 荒金　裕司　（代理）

会長　　　　　　 事務局長 山田　純史　（代理）

支部長　　　　　 欠席

第７回 中国地方の防災に関する連絡会　会員名簿

中国地区ＬＰガス協会連合会

全国石油商業組合連合会  中国支部

一般社団法人中国旅客船協会

中国地方海運組合連合会

中国地方港運協会

中国地方倉庫協会連合会

一般社団法人日本ガス協会　中国・四国部会

一般社団法人日本コミュニティーガス協会　中国支部

西日本旅客鉄道株式会社

日本貨物鉄道株式会社　関西支社

中国地方鉄道協会

中国バス協会

中国ハイヤー・タクシー連合会

中国トラック協会

中国電力株式会社

電源開発株式会社　竹原火力発電所

西日本電信電話株式会社　中国事業本部

株式会社ＮＴＴドコモ 中国支社

ＫＤＤＩ株式会社　技術統括本部

ソフトバンク株式会社

機 関 名

西日本高速道路株式会社　中国支社

本州四国連絡高速道路株式会社　しまなみ尾道管理センター

広島県道路公社

広島高速道路公社


