
役　　職 氏　　名 役　　職 氏　　名

1 財務省東海財務局津財務事務所 所　長 斎藤　誉 総務課長 颯波　伸一  

2 農林水産省東海農政局三重県拠点 地方参事官 吉光　成人 総括農政業務管理官 岡　善勝  

3 海上保安庁四日市海上保安部 部　長 林　睦 警備救難課長 玉置　雅也  

4 気象庁津地方気象台 台　長 本松　雅彦 防災管理官 藤田　哲  

5
国土交通省中部地方整備局
三重河川国道事務所

所　長 菅　良一 総括地域防災調整官 辻　　秀知  

6
厚生労働省三重労働局
四日市労働基準監督署

署　長 松田　滋 副署長 梅原　剛  

役　　職 氏　　名 役　　職 氏　　名

7
三重県
四日市地域防災総合事務所

危機管理統括監
兼所長

関　泰弘
副所長兼地域調
整防災室長

北川　雅敏  

8
三重県
四日市建設事務所

所　長 千種　藤紀 副所長兼保全室長 内山　敦史  

9
三重県
四日市農林事務所

所　長 伊藤　隆幸 副所長 種村　和春  

10
三重県
教育委員会

学校防災推進監 西田　恭子 係　長 佐々木　晃  

11
三重県企業庁
北勢水道事務所

所　長 森上　則明 経営管理課長 市川　哲也  

役　　職 氏　　名 役　　職 氏　　名

12 四日市南警察署 署　長 射場　重人 警備課長 大市　祐也  

13 四日市北警察署 署　長 中村　義弘 警備課長 鍬本　明宏  

14 四日市西警察署 署　長 竹内　寛敏 警備係長 片野　康弘  

役　　職 氏　　名 役　　職 氏　　名

15 四日市市 副市長 市川　　典子 - -  

16 四日市市 危機管理統括部長 中根　敏夫 危機管理課長 水野　義隆  

役　　職 氏　　名 役　　職 氏　　名

17 四日市市 教育長 廣瀬　琢也 教育総務課長 杉本　幸代  

18 四日市市
上下水道
事業管理者

山本　勝久 総務課長 因田　英樹  

役　　職 氏　　名 役　　職 氏　　名

19 四日市市 消防長 人見　実男 消防救急課長 小住　秀樹  

20 四日市市消防団 団　長 伊藤　忠夫 - -  

「四日市市防災会議」委員・幹事名簿（令和4年6月1日～令和6年5月31日）　

機　　関　　名
委　　員 幹　　事

【三重県警察】（３号委員）

【消防長・消防団長】（６号委員）

【資料1-1-④】

機　　関　　名
委　　員 幹　　事

【指定地方行政機関】（１号委員）

【三重県知事の部内の職員】（２号委員）

機　　関　　名
委　　員

機　　関　　名
委　　員 幹　　事

令和４年６月１日現在

幹　　事

【教育長・上下水道事業管理者】（５号委員）

幹　　事

【市長の部内の職員】（４号委員）

委　　員 幹　　事

機　　関　　名
委　　員

機　　関　　名
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役　　職 氏　　名 役　　職 氏　　名

21 西日本電信電話（株）三重支店 設備部長 藤井　隆行 災害対策担当課長 谷岡　誠  

22 日本赤十字社三重県支部 事務局長 松田　克己 事業推進課長 森田　勝人  

23 日本放送協会津放送局 副局長 今村　潤二 コンテンツセンター長 秋山　純  

24
中日本高速道路㈱名古屋支社
桑名保全・サービスセンター

所　長 石松　一崇 工務課長 渡辺　泰弘  

25
独立行政法人
水資源機構三重用水管理所

所　長 川地　悟 所長代理 諸石　耕一  

26
中部電力パワーグリッド（株）
四日市営業所

所　長 坂井　敏也 総務グループ長 星野　高徳  

27
東邦ガス（株）広域導管部
三重地域センター

所　長 山本　真吾 課　長 馬淵　勝臣  

28 日本郵便（株）四日市郵便局 局　長 小原　博文 総務部長 水野　智昭  

29 東海旅客鉃道（株）四日市駅 駅　長 西岡　雅人 - -  

30 日本貨物鉄道（株）四日市駅 駅　長 牧原　信宏 - -  

31 近畿日本鉄道㈱近鉄四日市駅 駅　長 加藤　治 副駅長 藤原　利通  

32 三重交通（株）四日市営業所 所　長 仲　　範和 係長 田中　真一  

33 （社）三重県四日市LPガス協議会 会　長 矢田　正喜 事務局 吉原　政和  

役　　職 氏　　名 役　　職 氏　　名

34 陸上自衛隊第33普通科連隊 第２中隊長 落司　和哉 第２中隊運用訓練幹部 細江　哲平  

35 三岐鉄道（株） 取締役社長 渡邉　一陽 総務課長 小林　努  

36 四日市あすなろう鉄道(株) 運輸課長 渡部　一博 運輸管理所長 川村　義男  

37 日本通運（株）三重支店 支店長 守田　英司 業務推進課長 佐藤　伸二  

38 四日市港管理組合 副管理者 嶋田　宣浩 防災営繕課長 岡田　健志  

39 四日市商工会議所 専務理事 須藤　康夫 総務部長 坂下　聡宏  

40 四日市市自治会連合会 会　長 中村　克義 事務局長 大瀧　あずさ  

41 四日市市地区防災組織連絡協議会 会　長 里中　俊雄 副会長 水谷　嘉則  

42 四日市市民生委員児童委員協議会連合会 会　長 髙井　俊夫 - -  

43
社会福祉法人
四日市市社会福祉協議会

常務理事兼
事務局長 平田　茂
次長兼福祉支援課

長
渡辺　昭仁  

44 四日市市PTA連絡協議会 書記 仲野　結 - -  

45 （公社）四日市医師会 会　長 加藤　尚久 事務長 　永田　雅裕  

46 （社）三重県助産師会 会　長 濵地　祐子 副会長 太田　鈴子  

47 （株）シー・ティー・ワイ 取締役総務部長 藤生　とも子 総務部総務課長 朝倉　広幸  

48 四日市市消防団サルビア分団 分団長 東　郁子 副分団長 出射　京子  

49 四日市市地域防犯協議会 会　長 伊藤　昭 副会長 葛山　和哉  

50 四日市コンビナート地域防災協議会
三菱ケミカル株式会社三重事

業所
環境安全部保安グループ
グループマネージャー

古賀　司
三菱ケミカル株式会社三重事

業所
環境安全部保安グループ

マネージャー

藤井　雅人  

幹　　事

【その他、市長が必要と認める機関・団体】（８号委員）

委　　員
機　　関　　名

機　　関　　名
委　　員 幹　　事

【指定公共機関及び指定地方公共機関】（７号委員）
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