
１　識者

職　　名 氏　　名 備　　考

山梨県富士山科学研究所 名誉顧問 荒牧　重雄

砂防・地すべり技術センター 研究顧問 池谷　浩

山梨県富士山科学研究所 所長 藤井　敏嗣 山梨県防災新館401会議室

日本大学 特任教授 鵜川  元雄

静岡大学 教授 小山  真人

神奈川県安全防災局温泉地学研究所 所長 板寺　一洋

２　各県関係機関

（１）山梨県関係

職　　名 氏　　名 備　　考

山梨県 知事 長崎　幸太郎 山梨県防災新館401会議室

防災局 局長 山本　盛次 山梨県防災新館401会議室

次長 細田　孝 山梨県防災新館401会議室

富士山火山防災監 関　尚史 山梨県防災新館401会議室

主幹研究員 吉本　充宏 山梨県防災新館401会議室

主幹研究員 石峯　康浩 山梨県防災新館401会議室

課長 伊藤　公仁 山梨県防災新館401会議室

山梨県県民生活部 副主幹 矢崎　寛 南巨摩合同庁舎

主事 窪田　圭甫 南巨摩合同庁舎

次長 酒井　明美 南都留合同庁舎 大会議室Ａ

主事 日原　啓介 南都留合同庁舎 大会議室Ａ

主事 大森　崇由 南都留合同庁舎 大会議室Ａ

山梨県林政部 （欠席）

（欠席）

山梨県観光文化部 （欠席）

課長補佐 古屋　修 山梨県防災新館412会議室

主査 田中　光一 山梨県防災新館412会議室

主任 佐野　利樹 山梨県防災新館412会議室

（欠席）

山梨県県土整備部
副主幹 小澤　史幸 山梨県防災新館412会議室

課長補佐 酒井　由和 山梨県防災新館412会議室

課長補佐 大村　俊光 山梨県防災新館412会議室

（欠席）

道路課長 後藤　学 南都留合同庁舎 大会議室Ａ

（欠席）

山梨県道路公社 （欠席）

山梨県教育委員会 （欠席）

山梨県警察本部 本部長 （欠席）

室長 数野　昭二

第１２回　富士山火山防災対策協議会　出席者名簿

所　　属

所　　属

富士山科学研究所

消防保安課

峡南地域県民センター

富士・東部地域県民センター

治山林道課

富士・東部林務環境事務所

観光資源課

世界遺産富士山課

文化振興・文化財課

道路管理課

砂防課

峡南建設事務所

富士・東部建設事務所

富士・東部建設事務所吉田支所

富士山有料道路管理事務所

総務課

警備第二課危機管理室
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富士吉田市 市長 堀内　茂

部長 渡辺　源夫

次長 渡辺　一史

富士山火山対策室長 小佐野　五郎

都留市 市長 堀内　富久

課長 鬢櫛　美咲

大月市 市長 小林　信保

総務管理課 課長 斉藤　公夫

上野原市 市長 村上　信行

副主幹 渡邊　恭一郎

副主査 中島　大貴

身延町 町長 望月　幹也

交通防災課 防災専門官 坂本　新次

西桂町 町長 山崎　泰洋

総務課 主事 小林　貴大

忍野村 村長 天野　多喜雄

課長 天野　満

係長 渡邉　克正

山中湖村 村長 高村　正一郎

総務課 防災専門官 本多　秀行

危機管理係長 羽田　明弘

鳴沢村 村長 （欠席）

総務課 主幹 渡邊　隆志

富士河口湖町 町長 渡辺　喜久男

防災監 浜　伸一

係長 渡辺　大介

都留市消防本部 消防長 （欠席）

消防課 主査 梅田　貴士

富士五湖広域行政事務組合富士五湖消防本部 消防長 （欠席）

課長 園田　一馬

課長補佐 宮下　陽平

主幹 渡辺　亮

大月市消防本部 消防長 舩木　正之

峡南広域行政組合消防本部 消防長 石原　千秀

警防課 係長 小林　雷

主任 佐野　優

上野原市消防本部 消防長 鷹取　芳弘

消防総務課 警棒救急担当リーダー 古屋　英樹

企画部

総務課

危機管理室

総務課

地域防災課

警防課
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（２）静岡県関係

職　　名 氏　　名 備　　考

静岡県 知事 川勝　平太 県庁東館５階特別会議室

静岡県危機管理部
危機管理部長兼
危機管理監代理

太田　博文 県庁東館５階特別会議室

危機管理監代理兼
危機報道官

杉山　隆通 県庁東館５階特別会議室

広域防災統括官 植田　達志 県庁東館５階特別会議室

主事 伊藤　翔太 県庁別館５階危機管理センター

課長 吉永　尚史 県庁別館５階危機管理センター

課長代理 佐藤　信之 県庁別館５階危機管理センター

班長 伊藤　大祐 県庁東館５階特別会議室

主幹 市川　府元 県庁別館５階危機管理センター

主査 渡邊　匡央 県庁東館５階特別会議室

課長 太田　勝 県庁別館５階危機管理センター

主査 鈴木　正人 県庁別館５階危機管理センター

主査 泊　裕輝 県庁別館５階危機管理センター

静岡県交通基盤部 課長 望月　靖之 県庁別館５階危機管理センター

主任 佐藤　英樹 県庁別館５階危機管理センター

課長 杉本　敏彦 県庁別館５階危機管理センター

副班長 久木田　真次 県庁別館５階危機管理センター

課長 村松　武馬 県庁別館５階危機管理センター

静岡県経済産業部 （欠席）

静岡県くらし・環境部 （欠席）

静岡県文化・観光部 班長 溝口　彰啓 県庁別館５階危機管理センター

交流・継承班長 松本　芳倫 県庁別館５階危機管理センター

教授 小林　淳 県庁別館５階危機管理センター

観光政策課 （欠席）

静岡県交通基盤部 （欠席）

維持調査課長 鈴木　朋哉 静岡県東部総合庁舎

維持管理課長 主田　義也 静岡県東部総合庁舎

静岡県経済産業部 東部農林事務所 （欠席）

富士農林事務所 主査 鈴木　拓馬 静岡県東部総合庁舎

静岡県経営管理部
副局長 兼
東部危機管理監

三沢 泰 静岡県東部総合庁舎

副局長兼
中部危機管理監

松浦　隆典 県庁別館５階危機管理センター

静岡県教育委員会 班長 田中　理一 県庁別館５階危機管理センター

静岡県警察本部 本部長 山本　和毅 県庁東館５階特別会議室

課長 眞野　義文 県庁東館５階特別会議室

課長補佐 南川　教典 県庁東館５階特別会議室

係長 藪谷　豊 県庁別館５階危機管理センター

主任 越水　勇登 県庁別館５階危機管理センター

静岡市 市長 田辺　信宏

危機管理統括監 梶山　知

所　　属

危機政策課

危機情報課

危機対策課

消防保安課

道路保全課

砂防課

土木防災課

森林保全課

自然保護課

文化財課

富士山世界遺産課

富士山世界遺産センター

熱海土木事務所

沼津土木事務所

富士土木事務所

東部地域局

中部地域局

健康体育課

警備部災害対策課

危機管理課
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沼津市 市長 賴重　秀一

課長 佐藤　高志

課長補佐 藤井　淳

副主任 伊藤　浩士

三島市 市長 （欠席）

危機管理課 課長 畠　孝幸

係長 大橋　慎一

富士宮市 市長 須藤　秀忠

危機管理局 危機管理監 長谷川　和彦

危機管理局長 和田　圭司

富士市 市長 小長井　義正

課長 佐野　幸利

御殿場市 市長 勝又　正美

危機管理監 杉本　嘉章

課長 水口　光夫

裾野市 市長 村田　悠

危機管理調整監 山本　泰男

課長 芹澤　泰広

清水町 町長 （欠席）

課長 前川　仁志

主事 上山　実里

長泉町 町長 池田　修

課長 大嶽　公康

主事 武井　咲

小山町 町長 池谷　晴一

局長 遠藤　正樹

防災専門監 永井　利弘

静岡市消防局 消防局長 小長井　善文

富士宮市消防本部 消防長 吉田　昌弘

課長 鈴木　英之

富士市消防本部 消防長 栗田　仁

御殿場市・小山町広域行政組合消防本部 消防長 勝間田　誠司

駿東伊豆消防本部 消防長 （欠席）

警防課長 鈴木　満

富士山南東消防本部 消防長 風間　光明

危機管理課

防災危機管理課

危機管理課

危機管理課

くらし安全課

地域防災課

危機管理局

警防救急課
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（３）神奈川県関係

職　　名 氏　　名 備　　考

神奈川県 知事 黒岩　祐治

神奈川県くらし安全防災局防災部 防災部長 田邊　親司

課長 能戸　一憲

（欠席）

主任研究員 萬年　一剛

神奈川県県土整備局河川下水道部 課長 加藤　秀一

神奈川県県土整備局道路部 課長 池田　六大

神奈川県県土整備局 所長 笠間　順

 神奈川県 防災課長 芳賀　洋一

足柄上県民・防災課長 田代　慎司

神奈川県教育委員会事務局 教育長 桐谷　次郎

神奈川県警察本部 本部長 （欠席）

課長 德原　太朗

課長補佐 小金井　一成

相模原市 市長 本村　賢太郎

危機管理課 課長 佐野　強史

小田原市 市長 守屋　輝彦

防災部長 韮澤　浩一

南足柄市 市長 加藤　修平

防災安全課  班長 中戸川　靖

大井町長 町長 小田　眞一

課長 諸星　哲央

松田町長 町長 本山　博幸

専任主幹 鎌田　将次

主事 大島　惇平

山北町長 町長 湯川　裕司

課長 佐藤　孝行

開成町 町長 府川　裕一

防災安全班長 中村　睦

相模原市消防局 局長 小松　幸平

小田原市消防本部 消防長 岸　成典

課長 奥川　誠二

所　　属

危機管理防災課

消防保安課

温泉地学研究所

砂防海岸課

道路管理課

県西土木事務所

県西地域県政総合センター

総務室

危機管理対策課

防災対策課

防災安全課

防災安全課

総務課安全防災担当室

総務防災課

防災安全課

警防計画課長
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３　国関係機関

職　　名 氏　　名 備　　考

国土交通省関東地方整備局 局長 （欠席）

防災対策技術分析官 髙田　昇一

総合土砂管理官 杵淵　新一

河川計画課長補佐 菊池　瞳

（欠席）

事務所長 植野　利康

総括地域防災調整官 三橋　賢久

防災課長 坂本　鋼三

防災情報係長 宮﨑　宏二

国土交通省中部地方整備局 局長 （欠席）

（欠席）

部長 田中　 敬也

広域水管理官 島崎　誠

課長補佐 堀　智幸

（欠席）

所長 藤平　大

事業対策官 大森　徹治

調査課長 村松　弘一

工務課長 杉澤　文仁

副所長 渡部　達宏

事業対策官 山本　進一

建設専門官 深谷　浩史

気象庁地震火山部火山監視課火山監視・警報センター 所長 新出　祥文

火山防災官 齋藤　公一滝

調査官 上山　哲幸

東京管区気象台 気象防災部長 石原　幸司

甲府地方気象台 台長 金子　法史

火山防災官 山崎　伸行

静岡地方気象台 台長 高嶺　透

火山防災官 道端　秀和

横浜地方気象台 台長 上野　康弘

名古屋地方気象台
地震津波火山防災情報調整
官

上田　義浩

参事官（調査・企画担当） 矢崎　剛吉

環境省関東地方環境事務所富士箱根伊豆国立公園管理事務所 所長 千葉　康人

国立公園管理官 齋藤　天道

林野庁関東森林管理局 治山課長 浜浦　武昭

調整指導係長 新井　聡祐

総括治山技術官 板倉　寿美次

関東管区警察局 （欠席）

所　　属

防災室

河川部

道路部

富士川砂防事務所

甲府河川国道事務所

横浜国道事務所

防災室

河川部

道路部

富士砂防事務所

静岡国道事務所

沼津河川国道事務所

内閣府政策統括官(防災担当）付

富士五湖管理官事務所

計画保全部治山課

静岡森林管理署

広域調整部
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陸上自衛隊第１師団 師団長 （欠席）

火力調整幹部 田平　幸多 南都留合同庁舎 大会議室Ａ

（欠席）

団長 藤原　修

国土地理院 部長 山後　公二

国土地理院 部長 藤本　和彦

４　ライフライン関係機関

職　　名 氏　　名 備　　考

伊豆箱根鉄道株式会社 総務部長 杉山　正浩

小田急電鉄株式会社 部長 野中　俊昭

課長 猪口　忠明

技術員 前原　有

岳南電車株式会社 鉄道部長代理 井上　昌久

東海旅客鉄道株式会社 須賀　昭房

中日本高速道路(株)東京支社 副支社長 築山　有二

保全・サービス事業部企画統括課 本地川　恵

中日本高速道路(株)八王子支社 副支社長 青野　慎一

担当課長   田口　利則

課長代理 佐藤　雅幸

東日本旅客鉄道株式会社八王子支社 室長 土屋　博紀

東日本旅客鉄道株式会社横浜支社 室長 西崎　篤司

副課長 大江　雅人

主席 遠井　裕二

富士急行株式会社 次長 川瀬　真由美

５　オブザーバー

職　　名 氏　　名 備　　考

石川県危機管理監室 主幹 長谷川　貴徳

長野県危機管理部 火山防災幹 古越　武彦

主事 良川　健太

主事 村上　祥太

東京都総務局総合防災部 課長代理 石井　愛士

主任 松本　祐樹

火山防災協議会運営補助員 荒木　昂大

新潟県防災局 （欠席）

青森県危機管理局 技師 渡辺　大輔

在日米海兵隊キャンプ富士 （欠席）

第１特科隊

第34普通科連隊

東部方面混成団

関東地方測量部

中部地方測量部

所　　属

安全・技術部

安全対策部

高速道路事業部企画統括課

安全企画室

安全企画室

安全統括室兼事業部

所　　属

危機対策課

危機管理防災課

防災計画課

防災危機管理課
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