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機関名

局　長 広域調整部長

松岡 亮介 横田 直幸

局　長 情報通信振興課長

井上 知義 横谷 勉

所　長 総務課長

原井 英一 平井 芳一

局　長 兵庫事務所長

桐生 康生 茶谷 勝志

局　長 総務課長

鈴木 一光 穴田 成孝

局　長 地方参事官(兵庫県担当)

出倉 功一 澤田 昌利

局　長 兵庫森林管理署長

柏原 卓司 髙柳 威晴

局　長 総務企画部総務課長

伊吹 英明 坂本 和英

支部長 管理課長

斎藤 秀幸 奥田 泰光

局　長 総括防災調整官

渡 辺 学 久内 伸夫

港湾空港部事業継続計画官

津田 行男

局　長 総務部長

金井 昭彦 村上 進一郎

部　長 総務企画部長

田淵 一浩 八木 正人

大阪国際空港長 大阪空港事務所総務部長

山内 諒 有岡 省治

部　長 次　長

船津 裕司 清水 乙彦

台　長 防災管理官

佐伯 亮介 山本 高男

第五管区海上保安本部長 警備救難部長

服部 真樹 上野 春一郎

舞鶴海上保安部長 香住海上保安署長

千田 亨 小川 珠樹

所　長 総務課長

関根 達郎 岩田 浩幸

第五管区海上保安本部

第八管区海上保安本部
舞鶴海上保安部

近畿地方環境事務所

大阪航空局

近畿地方測量部

神戸地方気象台

近畿地方整備局

近畿運輸局

神戸運輸監理部

近畿中国森林管理局

近畿経済産業局

中部近畿産業保安監督部
近畿支部

近畿厚生局

兵庫労働局

近畿農政局

近畿管区警察局

近畿総合通信局

近畿財務局神戸財務事務所

兵庫県防災会議委員・幹事名簿

令和5年1月18日

（委員58名、幹事65名）

委　員 幹　事

（指定地方行政機関、法第１５条第５項第１号）



隊　長 科長

小松 隆司 小副川 功二

教育長 事務局参事兼総務課長

藤原 俊平 吉田 克也

兵庫県警察本部 本部長 災害対策課長

桐原 弘毅 永吉 秀行

兵庫県 副知事 総務部総務課長

服部 洋平 小倉 陽子

防災監 企画部総務課長

遠藤 英二 中野 恭典

財務部総務課長兼財政課長

男女共同参画センター所長 中野 秀樹

星野 美佳 県民生活部総務課長

喜多 和美

健康増進課長 危機管理部総務課長

稲岡 由美子 多田 敦生

危機管理部災害対策課長

藤本 剛司

危機管理部消防保安課長

中道 一義

福祉部総務課長

安井 洋一

保健医療部総務課長

中井 佳奈子

産業労働部総務課長

西垣 鉄也

農林水産部総務課長

栁田 順一

環境部総務課長

谷口 明

土木部総務課長

福井 昌樹

土木部技術企画課長

黒坂 公晶

土木部河川整備課長

勝野 真

まちづくり部総務課長

長友 幸一

出納局会計課長

抱 宏樹

企業庁総務課長

葉山 琢

病院局企画課長

菅澤 真央

（警察本部、法第１５条第５項第４号）

（知事部局、法第１５条第５項第５号）

（陸上自衛隊、法第１５条第５項第２号）

陸上自衛隊第３特科隊

（教育委員会、法第１５条第５項第３号）

兵庫県教育委員会



会　長 事務局長

門 康彦 南本 伸一

会　長 事務局長

庵逧 典章 仁井 重雄

会　長 事務局次長

岸野 雅信 津田 徹

会　長 神戸市消防局警防部警防課長

鍵本 敦 住谷 昌利

支社長 一庫ダム管理所長

塚原 隆夫 阪元 恵一郎

支店長 文書課長

竜田 博之 井上 友二

事務局長 調整監

大久保 博章 山本 敏一

局　長 放送部長

福田 和代 小林 和樹

支社長 保全サービス事業部長

安達 雅人 本園 民雄

部　長 総務課担当課長

山本 泰司 今村 恵美子

所　長 計画グループリーダー

中西 治 越野 勝

支社長 総務企画課長

國弘 正治 田渕 弘樹

支店長 設備部長

樋口 浩子 板坂 浩二

局　長 副局長

熊野 浩之 吉澤 信明

部　長 緊急保安チームマネジャー

辻中 俊和 元田 悟

支店長 総務課長

杉 康弘 山田 葉子

支社長 コミュニケーション統括グループ担当部長

佐々木 裕 筒井 務

会　長 専務理事

成田 康子 西口 久代

取締役社長 安全推進・企画部リーダー

上門 一裕 伊藤 光一

横山 忠昭 藤井 隆展

会　長 常務理事

原岡 謙一 村尾 芳和

代表取締役社長 報道制作部長

小野 秀明 林 真一郎

代表取締役社長 地域情報局長

門野 隆弘 久保 仁

会　長 副会長

八田 昌樹 橋本 寛

株式会社ラジオ関西

株式会社サンテレビジョン

一般社団法人
兵庫県医師会

神姫バス株式会社
常務取締役 バス事業部次長

一般社団法人
兵庫県トラック協会

関西電力送配電株式会社
兵庫支社

公益社団法人
兵庫県看護協会

山陽電気鉄道株式会社

日本郵便株式会社
神戸中央郵便局

大阪ガスネットワーク株式会社
兵庫事業部

日本通運株式会社
神戸支店

本州四国連絡高速道路株式
会社神戸管理センター

西日本旅客鉄道株式会社
兵庫支社

西日本電信電話株式会社
兵庫支店

日本放送協会神戸放送局

西日本高速道路株式会社
関西支社

阪神高速道路株式会社
管理本部 神戸管理・保全部

（指定公共機関・指定地方公共機関、法第１５条第５項第７号）

独立行政法人水資源機構
関西・吉野川支社

日本銀行神戸支店

日本赤十字社
兵庫県支部

兵庫県町村会

公益財団法人兵庫県消防協
会

兵庫県下消防長会

（市町長及び消防機関の長、法第１５条第５項第６号）

兵庫県市長会



代　表

高橋 実芳子

常任理事書記

岩田 稔恵

会　長

入江 武信

常務理事、代表取締役

小塚 ひとみ

なでしこ分団長

柏 智春

特別任命教授、センター長

河田 惠昭

准教授

鍬田 泰子

教授

阪本 真由美

教授、代表

吉富 志津代

神戸大学大学院
工学研究科

兵庫県立大学大学院
減災復興政策研究科

武庫川女子大学文学部・一般社団
法人ひょうごラテンコミュニティ

東灘区薬剤師会・株式会社
こつか

南あわじ市消防団

関西大学社会安全学部社会安全研
究センター・人と防災未来セン
ター

（自主防災組織・学識経験者、法第１５条第５項第８号）

こうべ防災サポート

兵庫県連合婦人会

兵庫県社会福祉協議会


