
会長 　　徳島県知事 飯泉嘉門 H29.10.19

職　名 氏  名 職  名 氏  名

第１号 四国管区警察局 局長 堀金 雅男 欠

第１号 四国総合通信局 局長 吉武 久 代 総括調整官 宮島 一也

第１号 四国財務局徳島財務事務所 所長 足立 勝則 ○

第１号 四国厚生支局 支局長 鯨井 佳則 代 徳島事務所長 国吉 浩市

第１号 徳島労働局 雇用環境・均等室長 佐藤 真理子 欠

第１号 中国四国農政局 局長 坂井 康宏 代 総括農政推進官 木村 泰英

第１号 四国森林管理局 局長 野津山 喜晴 代 徳島森林管理署次長 田辺 宏

第１号 四国経済産業局 局長 長濱 裕二 代
総合調整・防災担当
参事官

藤澤 恵子

第１号 中国四国産業保安監督部四国支部 支部長 竹熊 芳博 代 産業保安監督管理官 中島 一喜

第１号 四国地方整備局 局長 平井 秀輝 代
小松島港湾・空港整
備事務所長

小田 幸伸

第１号 四国運輸局徳島運輸支局 支局長 西山 修三 ○

第１号 大阪航空局徳島空港事務所 所長 河内 一 ○

第１号 徳島地方気象台 台長 横田 茂樹 ○

第１号 徳島海上保安部 部長 紀野 重幸 代 次長 戒谷 敦行

第１号 中国四国防衛局 局長 赤瀬 正洋 欠

第１号 四国地方測量部 部長 甲斐 納 ○

第１号 中国四国地方環境事務所 所長 牛場 雅己 代 高松事務所長 宇賀神 知則

第２号 陸上自衛隊第14旅団第15普通科連隊 連隊長 今井 俊夫 ○

第３号 徳島県教育委員会 教育長 美馬 持仁 ○

第４号 徳島県警察本部 本部長 鈴木 基之 代 警備部長 佐藤 泰史

第５号 徳島県 政策監 福井 廣祐 欠

第５号 〃 消費者くらし安全局長 石本 寛子 欠

第５号 〃 新未来消費生活課長 東條 揚子 欠

第５号 〃
次世代育成・青少年課 こ
ども未来応援室長

脇田 喜見枝 ○

第５号 〃
男女共同参画交流セン
ター所長

川村 美樹 ○

第５号 〃
健康増進課 感染症・疾
病対策室長

柴原 恵美 欠

第５号 〃
発達障がい者支援セン
ター所長

矢間 奈津子 ○

第５号 〃
監察局次長（監察課長
事務取扱）

近藤 理恵 ○

第５号 〃 美馬保健所長 佐藤 純子 ○

第５号 徳島県病院局 中央病院看護局長 石川 和恵 欠

第５号 〃
三好病院副院長兼看護
局長

美馬 敦美 欠

第５号 〃 海部病院看護局長 町田 美香 欠

第６号 徳島県市長会 会長 遠藤 彰良 代 事務局長 小泉 吉太郎

第６号 徳島県町村会 会長 後藤 正和 代 事務局長 坂東 恒利

第６号 徳島県消防長会 会長 小池 和成 ○

第６号 公益財団法人徳島県消防協会 会長 乃一 一夫 ○

第７号 日本郵便株式会社四国支社
経営管理本部総務・人
事部長

三浦 一浩 代 総務部長 奥田 信彦

第７号 日本銀行徳島事務所 事務所長 本田 尚 ○

第７号 日本赤十字社徳島県支部 事業推進課長 島本 敬子 ○

第７号 日本放送協会徳島放送局 局長 安原 裕人 ○

第７号
西日本高速道路株式会社四国支社徳島
高速道路事務所

所長 車 義政 ○

代　　　理

徳　島　県　防　災　会　議　委　員　名　簿 

災対法
第15条
第5項

機　　関　　名
委　　　員

出欠 備考

（敬称略）
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第７号
本州四国連絡高速道路株式会社鳴門管
理センター

所長 森山 彰 ○

第７号 四国旅客鉄道株式会社 安全推進室長 谷口 正樹 ○

第７号 西日本電信電話株式会社徳島支店 支店長 川口 良浩 代
NTTフィールドテクノ
徳島営業所部門長

吉田 順一

第７号 四国電力株式会社徳島支店 執行役員徳島支店長 梅田 真司 代 副支店長 十河 睦友

第７号 株式会社NTTドコモ四国支社 徳島支店長 土屋 秀行 代
ドコモCS四国
ネットワーク部長

宮武 秀樹

第７号 四国ガス株式会社徳島支店 支店長 中川 隆史 ○

第７号 四国放送株式会社
常務取締役･報道技術局
兼ラジオ局長

岡本 和夫 代 総務局次長 山西 博文

第７号 一般社団法人徳島新聞社 理事総務局長 喜多條 高資 欠

第７号 一般社団法人徳島県医師会 常任理事 斎藤 恵 欠

第７号 一般社団法人徳島県エルピーガス協会 会長 宮﨑 一成 欠

第７号 阿佐海岸鉄道株式会社 代表取締役専務 岡本 真一 ○

第７号 社会福祉法人徳島県社会福祉協議会 評議員 東谷 克子 代 副会長･常務理事 妹尾 正

第７号 一般社団法人徳島県バス協会 会長 金原 克也 欠

第７号 一般社団法人徳島県トラック協会 会長 粟飯原 一平 代 専務理事 郡 信彦

第７号 公益社団法人徳島県看護協会 常任理事 稲井 芳枝 ○

第７号 一般社団法人徳島県助産師会 会長 橋本 公子 ○

第７号 一般社団法人徳島県歯科医師会 会長 森 秀司 ○

第７号 株式会社エフエム徳島 総務部副部長 立花 くみ子 ○

第８号 津田新浜地区自主防災会連絡協議会 事務局長･女性部会長 浅樋 文子 ○

第８号 徳島大学創新教育センター 助教 金井 純子 ○

第８号
NPO法人子育て支援ネットワークとくし
ま

理事長 松﨑 美穂子 欠

第８号 NPO法人徳島県介護支援専門員協会 顧問 津田 祐子 欠

第８号
徳島県障がい者交流プラザ 視聴覚障が
い者支援センター

所長 西條 美鈴 欠

第８号 一般社団法人 介護福祉士会 副会長 河野 和代 欠

第８号 徳島県ホームヘルパー協議会 会長 冨樫 一美 ○

第８号 NPO法人日本防災士会徳島県支部 大櫛 節子 ○

第８号 徳島県女性海外派遣交流会 顧問 善成 敏子 ○

第８号
NPO法人ボランティアドッグ育成セン
ター（補助犬インストラクター）

奥谷 明子 欠

第８号 後藤田法律事務所（弁護士） 市川 倫子 欠

第８号 公益社団法人徳島県環境技術センター 参事 原岡 艶甲 ○

第８号 NPO法人 阿波グローカルネット 副代表理事 細束 真由美 ○

第８号 山本ちさと事務所（土地家屋調査士） 山本 ちさと ○

第８号 公益社団法人徳島県栄養士会 専務理事 濱口 静子 ○

第８号 徳島大学病院（薬剤師） 菊石 美也子 ○

第８号 国立大学法人鳴門教育大学 教授 井上 とも子 欠

第８号 徳島大学大学院 社会産業理工学研究部 准教授 内海 千種 欠

第８号
いけだスポーツクラブ（地域スポーツ
クラブ）

クラブマネージャー 大西 真知子 ○

第８号 小星いきいきサロン（ボランティア） 会長 青木 美智子 欠

第８号 NPO法人 徳島県消費者協会 会長 安田 孝子 欠

合計 80名 56名 19名
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