
福井県防災会議　出席者名簿

会長　 　 福井県知事　 西川　 一誠

機関名 役職名 氏名 出欠 役職名 氏名
1 中部管区警察局 局長 宮城　 直樹 欠席

2 北陸総合通信局 局長 吉武　 久 代理 防災対策推進室長 瀬髙　 隆裕

3 北陸財務局福井財務事務所 所長 木内　 清 代理 総務課長 林　 哲明

4 近畿厚生局 局長 丸山　 浩 欠席

5 福井労働局 局長 早木　 武夫 〇 局長 早木　 武夫

6 北陸農政局 局長 印藤　 久喜 代理 地方参事官 田中　 直幸

7 近畿中国森林管理局 局長 馬場　 一洋 代理 福井森林管理署長 中本　 貴美

8 近畿経済産業局 局長 池森　 啓雄 欠席

9 中部近畿産業保安監督部近畿支部 支部長 本間　 登 代理 管理課長 中村　 秀樹

10 近畿地方整備局 局長 池田　 豊人 代理 総括防災調整官 田中　 貢

11 北陸地方整備局敦賀港湾事務所 所長 大下　 善幸 代理 副所長 杉浦　 宏

12 中部運輸局 局長 鈴木　 昭久 代理 福井運輸支局長 平谷　 守

13 大阪航空局小松空港事務所 空港長 坂本　 聖 欠席

14 福井地方気象台 台長 内藤　 宏人 〇 台長 内藤　 宏人

15 第八管区海上保安本部敦賀海上保安部 部長 稲田　 健二 〇 部長 稲田　 健二

16 陸上自衛隊第１ ４ 普通科連隊 連隊長 加々尾　 哲郎 代理 １ 等陸尉 喜多村　 悠

17 福井県教育委員会 教育長 森近　 悦治 代理 教育振興監 松田　 健志

18 福井県警察本部 本部長 猪原　 誠司 〇 本部長 猪原　 誠司

19 福井県 副知事 石塚　 博英 〇 副知事 石塚　 博英

20 副知事 藤田　 穣 〇 副知事 藤田　 穣

21 総務部長 東村　 健治 代理 総務部企画幹 杉本　 達雄

22 総合政策部長 山田　 賢一 〇 総合政策部長 山田　 賢一

23 安全環境部長 清水　 英男 〇 安全環境部長 清水　 英男

24 健康福祉部長 櫻本　 宏 〇 健康福祉部長 櫻本　 宏

25 産業労働部長 片山　 富士夫 〇 産業労働部長 片山　 富士夫

26 観光営業部長 佐々木　 康男 代理 観光営業部企画幹 竹内　 忠明

27 農林水産部長 中村　 保博 〇 農林水産部長 中村　 保博

28 土木部長 辻　 義則 〇 土木部長 辻　 義則

29 福井県市長会 会長 東村　 新一 代理 副会長 奈良　 俊幸

30 福井県町村会 会長 杉本　 博文 〇 会長 杉本　 博文

31 福井県消防長会 会長 伊井　 武美 代理 鯖江・ 丹生消防組合消防本部消防長 竹内　 武美

32 公益財団法人福井県消防協会 会長 水島　 三雄 〇 会長 水島　 三雄

33 西日本旅客鉄道株式会社金沢支社 執行役員金沢支社長 児島　 邦昌 代理 安全推進室室長代理 北村　 周平

34 西日本電信電話株式会社福井支店 支店長 磯見　 正宏 代理 設備部長 谷岡　 裕明

35 株式会社ＮＴ Ｔ ド コモ北陸支社 執行役員支社長 西野　 一郎 代理 災害対策担当主査 丸谷　 敏渡

36 日本銀行福井事務所 事務所長 村上　 憲司 代理 主査 月岡　 秀文

37 日本赤十字社福井県支部 事務局長 小林　 正明 〇 事務局長 小林　 正明

38 日本放送協会福井放送局 局長 大門　 博也 〇 局長 大門　 博也

39 日本郵便株式会社北陸支社 支社長 雪野　 誠二 代理 担当部長 寺前　 奈美

40 中日本高速道路株式会社金沢支社 支社長 久保田　 修 代理 企画統括チームリ ーダー 柳澤　 敏彦

41 日本通運株式会社福井支店 支店長 今井　 俊介 代理 次長（ 管理） 近藤　 浩治

42 北陸電力株式会社福井支店 執行役員福井支店長 佐々木　 輝明 代理 専任課長 中嶋　 英明

43 関西電力株式会社原子力事業本部 副事業本部長 善家　 保雄 代理 総務担当部長 谷　 大智

44 日本原子力発電株式会社敦賀発電所 所長 師尾　 直登 代理 安全・ 防災室長 前田　 渉

45 日本原子力研究開発機構敦賀事業本部 副本部長 佐久間　 実 〇 副本部長 佐久間　 実

46 九頭竜川鳴鹿堰堤土地改良区連合 理事長 山本　 文雄 欠席

47 福井鉄道株式会社 代表取締役社長 村田　 治夫 欠席

48 えちぜん鉄道株式会社 代表取締役社長 豊北　 景一 代理 運輸部長 長谷川　 淳一

49 福井放送株式会社 代表取締役社長 宮腰　 義博 代理 報道制作局長 福本　 実

50 株式会社福井新聞社 代表取締役社長 吉田　 真士 欠席

51 一般社団法人福井県医師会 会長 大中　 正光 〇 会長 大中　 正光

52 一般社団法人福井県銀行協会 事務局長 長岡　 誠 〇 事務局長 長岡　 誠

53 福井テレビジョ ン放送株式会社 代表取締役社長 光野　 稔 代理 報道部長 横山　 康浩

54 公益社団法人福井県看護協会 会長 樋村　 禎子 〇 会長 樋村　 禎子

55 福井県女性防火ク ラブ連絡協議会 顧問 小川　 英子 〇 顧問 小川　 英子
委員数： ５ ５ 名 出席者数： ４ ８ 名

（ う ち代理： ２ ７ 名）

委員名 出席者
№ 機関名 


