
大阪府防災会議委員

会長：大阪府知事 松井 一郎（マツイ イチロウ）
（平成31年1月25日現在）

区分（注） 氏名 フリガナ 職名
小島 隆雄 コジマ タカオ 近畿管区警察局長
大橋 秀行 オオハシ ヒデユキ 近畿総合通信局長
田島 淳志 タジマ アツシ 近畿財務局長
塚原 太郎 ツカハラ タロウ 近畿厚生局長
井上 真 イノウエ マコト 大阪労働局長
神山 修 カミヤマ オサム 近畿農政局長
髙野 浩文 タカノ ヒロフミ 近畿中国森林管理局長
森 清 モリ キヨシ 近畿経済産業局長
古郡 靖 フルコオリ ヤスシ 中部近畿産業保安監督部 近畿支部長
黒川 純一良 クロカワ ジュンイチロウ 近畿地方整備局長
八木 一夫 ヤギ カズオ 近畿運輸局長
川勝 弘彦 カワカツ ヒロヒコ 大阪航空局長
中村 孝之 ナカムラ タカユキ 近畿地方測量部長
竹内 義明 タケウチ ヨシアキ 大阪管区気象台長
中村 明 ナカムラ アキラ 第五管区海上保安本部 大阪海上保安監部長
河本 晃利 カワモト アキトシ 近畿地方環境事務所長
島 眞哉 シマ シンヤ 近畿中部防衛局長

２号 田中 重伸 タナカ シゲノブ 陸上自衛隊第３師団長
３号 酒井 隆行 サカイ タカユキ 大阪府教育委員会教育長
４号 石田 高久 イシダ タカヒサ 大阪府警察本部長

竹内 廣行 タケウチ ヒロユキ 大阪府副知事
大江 桂子 オオエ ケイコ 大阪府危機管理監
井出 仁雄 イデ ヨシオ 大阪府都市整備部長
吉村 洋文 ヨシムラ ヒロフミ 大阪市長
竹山 修身 タケヤマ オサミ 堺市長
阪口 伸六 サカグチ シンロク 大阪府市長会 会長
松本 昌親 マツモト マサチカ 大阪府町村長会 会長
城戸 秀行 キド ヒデユキ 大阪市消防局長
松本 文雄 マツモト フミオ 堺市消防局長
荒若 仁 アラワカ ヒトシ 日本郵便株式会社 執行役員近畿支社長
川井 正 カワイ  タダシ 西日本旅客鉄道株式会社 執行役員近畿統括本部大阪支社長
辻 卓史 ツジ タカシ 一般社団法人大阪府トラック協会 会長
岸本 照之 キシモト テルユキ 西日本電信電話株式会社 取締役大阪支店長
山田 泰弘 ヤマダ ヤスヒロ 日本銀行 理事・大阪支店長
服部 道代 ハットリ ミチヨ 日本赤十字社 大阪府支部事務局長
角 英夫 カド ヒデオ 日本放送協会 大阪放送局長
前 邦彦 マエ クニヒコ 西日本高速道路株式会社 関西支社長
片山 光也 カタヤマ ミツヤ 独立行政法人水資源機構 関西・吉野川支社長
田中 稔 タナカ ミノル 阪神高速道路株式会社 取締役兼執行役員
白石 敏彦 シライシ トシヒコ ＫＤＤＩ株式会社 関西総支社 管理部長
下茂 貴博 シモ タカヒロ 大阪ガス株式会社 導管事業部 中央保安指令部長
山岸 直樹 ヤマギシ ナオキ 日本通運株式会社 大阪支店 部長
井村 肇 イムラ ハジメ 関西電力株式会社 総務室 防災グループ チーフマネジャー
小田 昇 オダ ノボル 関西鉄道協会 専務理事
若林 主治 ワカバヤシ カズハル 大阪府土地改良事業団体連合会 会長
茂松 茂人 シゲマツ シゲト 一般社団法人大阪府医師会 会長
太田  謙司 オオタ ケンジ 一般社団法人大阪府歯科医師会 会長
藤垣 哲彦 フジガキ テツヒコ 一般社団法人大阪府薬剤師会 会長
高橋 弘枝 タカハシ ヒロエ 公益社団法人大阪府看護協会 会長
秋田 治夫 アキタ ハルオ 公益財団法人大阪府消防協会 会長
髙山 将行 タカヤマ マサユキ 株式会社毎日放送 報道局長
奥井 宏 オクイ ヒロシ 株式会社FM８０２ 常務取締役
善野 裕敏 ゼンノ ヒロトシ 新関西国際空港株式会社 受託業務担当統括部長
松本 要一 マツモト ヨウイチ 大阪広域水道企業団 副企業長
河田 惠昭 カワタ ヨシアキ 関西大学社会安全研究センター長 特別任命教授
田中 夏美 タナカ ナツミ 大阪府婦人防火クラブ連絡協議会 会長
松尾 美代子 マツオ ミヨコ 大阪府女性消防団員連絡会議 代表幹事
津村 英子 ツムラ エイコ 大阪府民生委員児童委員協議会連合会 副会長

（注）区分（災害対策基本法第１５条第５項）

１号

８号

５号

６号

７号

１号：当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する職員
２号：当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長
３号：当該都道府県の教育委員会の教育長
４号：警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長
５号：当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者
６号：当該都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから当該都道府県の知事が任命する者
７号：当該都道府県の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから当該都道府県の知事が任命する者
８号：自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから当該都道府県の知事が任命する者


