
新潟市防災会議委員一覧
会長　新潟市長　中原　八一

No 任命根拠 機関名 役職 氏名 出欠

1 第１号委員 関東財務局　新潟財務事務所 所長 斉藤　友博 出席 総務課長 櫻井　雅和

2 第１号委員 北陸信越運輸局 総務部長 松本　昭弘 出席 安全防災・危機管理調整官 田中　修平

3 第１号委員 北陸地方整備局　新潟港湾・空港整備事務所 所長 佐瀬　浩市 出席 沿岸防災対策官 松原　正伸

4 第１号委員 東京航空局　新潟空港事務所 所長 井上　孝司 出席 航空保安対策官 堺　秀雄

5 第１号委員 新潟海上保安部 部長 井出　久敏 欠席 - -

6 第１号委員 新潟地方気象台 台長 舟崎　淳 出席 - -

7 第１号委員 新潟労働基準監督署 署長 羽賀　政昭 出席 副署長 下平　恒裕

8 第１号委員 北陸地方整備局　新潟国道事務所 所長 田中　創 出席 副所長（管理） 青木　崇光

9 第１号委員 北陸地方整備局　信濃川下流河川事務所 所長 目黒　嗣樹 出席 - -

10 第１号委員 北陸地方整備局　阿賀野川河川事務所 所長 中谷　正勝 出席 管理課長 乙川　昌也

11 第１号委員 北陸農政局新潟県拠点 総括農政推進官 澤田　禎一 欠席 - -

12 第２号委員 新潟地域振興局 局長 庭野　芳樹 出席 地域振興専門員 志村　勇

13 第３号委員 新潟県警察 新潟市警察部長 森田　正敏 出席 企画調整管理官 桑山　朗

14 第４号委員 新潟市教育委員会 教育長 前田　秀子 出席 - -

15 第５号委員 新潟市消防局 局長 涌井　勇人 出席 - -

16 第５号委員 新潟市消防団 団長 藤田　隆 出席 - -

17 第６号委員 新潟市 副市長 木村　勇一 出席 - -

18 第６号委員 新潟市 水道局長 井浦　正弘 出席 - -

19 第６号委員 新潟市 危機管理監 木山　浩 出席

20 第７号委員 日本郵便株式会社新潟中央郵便局 局長 西村　正 出席 総務部課長 中野　陽一

21 第７号委員 東日本電信電話株式会社　埼玉事業部　新潟支店 支店長 飯塚　智 出席 新潟災害対策室長 小柴　郁

22 第７号委員 日本銀行　新潟支店 次長 板坂　雅樹 欠席 - -

23 第７号委員 日本赤十字社　新潟県支部 事務局長 桐生　裕子 欠席 - -

24 第７号委員 日本放送協会　新潟放送局 局長 矢野　達史 出席 - -

25 第７号委員 東日本高速道路株式会社　新潟支社　新潟管理事務所 新潟管理事務所長 山田　一元 出席 - -

26 第７号委員 東日本旅客鉄道株式会社　新潟支社 設備部長 山崎　晋 出席 設備部企画課 副課長 加藤　正年

27 第７号委員 日本通運株式会社　新潟支店 支店長 髙橋　哲哉 欠席

28 第７号委員 東北電力株式会社　新潟電力センター 所長 小石　昌典 出席
東北出力株式会社
送配電カンパニー新潟支社
設備計画部長

竹内　正人

29 第７号委員 亀田郷土地改良区 理事長 齋藤　博文 出席 - -

30 第７号委員 北陸瓦斯株式会社　新潟支社 新潟支社長 相田　知巳 出席 - -

31 第７号委員 新潟運輸株式会社 代表取締役社長 坂井　操 欠席 - -

32 第７号委員 新潟交通株式会社 乗合バス部　取締役 斎藤　敏之 出席 運転保安課長 小林　彰

33 第７号委員 株式会社　新潟放送 放送本部情報センター長兼報道部長 丹羽　崇 欠席

34 第７号委員 株式会社　新潟総合テレビ 放送企画本部副本部長兼報道制作部長 小林　淳 欠席

代理出席者（職名・氏名）



No 任命根拠 機関名 役職 氏名 出欠 代理出席者（職名・氏名）

35 第７号委員 株式会社　テレビ新潟放送網 報道制作局報道部長 竹野　和治 欠席

36 第７号委員 株式会社　新潟テレビ２１ 報道制作局報道部長 石川　洋一 出席 - -

37 第７号委員 株式会社　エフエムラジオ新潟 役員待遇　放送本部長 島田　直志 出席 放送本部副本部長兼放送部長 佐藤　雅史

38 第７号委員 新潟県民エフエム放送株式会社 栁澤　将雄 出席 - -

39 第７号委員 株式会社　けんと放送 代表取締役社長 逸見　覚 出席 - -

40 第７号委員 株式会社　エフエム新津 パーソナリティ 大澤　若奈 欠席 - -

41 第７号委員 エフエム角田山コミュニティ放送株式会社　 代表取締役 大関　正男 欠席 - -

42 第７号委員 株式会社　新潟日報社 編集局次長兼報道部統括部長 三島　亮 出席 報道部第一部長 岩本　潔

43 第７号委員 公益社団法人　新潟県看護協会 理事 古俣　ひろみ 出席 - -

44 第８号委員 陸上自衛隊第30普通科連隊 副連隊長 内山　治 出席 第３科航空調整幹部 高橋　健一

45 第８号委員 全国農業協同組合連合会新潟県本部 管理部長 樋口　毅 欠席 - -

46 第８号委員 一般社団法人　新潟市医師会 会長 藤田　一隆 出席 事務局長 遠藤　正人

47 第８号委員 一般社団法人　新潟市歯科医師会 会長 岡田　匠 出席 - -

48 第８号委員 一般社団法人　新潟市薬剤師会 会長 國井　洋子 出席 - -

49 第８号委員 一般社団法人　新潟県銀行協会 常務理事 高木　伸幸 出席 - -

50 第８号委員 新潟商工会議所 副会頭 霜鳥　雅徳 出席 理事・事務局長 大高　知史

51 第８号委員 新潟大学危機管理室 教授 田村　圭子 出席 - -

52 第８号委員 社会福祉法人新潟市社会福祉協議会 常務理事 本田　加代子 欠席 - -

53 第８号委員 一般社団法人新潟青年会議所 副理事長 水野　秀一 出席 - -

54 第８号委員 新潟市連合婦人会 会長 金子　和子 出席 - -

55 第８号委員 新潟市防火連合協議会 婦人防火部長 鈴木　良子 出席 - -

56 第８号委員 にいがた女性会議 運営委員 塩沢　啓子 出席

57 第８号委員 特定非営利法人ﾜｰｷﾝｸﾞ･ｳｨﾒﾝｽﾞ･ｱｿｼｴｰｼｮﾝ 副理事長 菊野　麻子 出席 防災チームメンバー 金子　敦子

58 第８号委員 にいがたGIS協議会 会長 坂井　宏子 出席

59 第８号委員 北区自治協議会 委員 山賀　好郎 出席 - -

60 第８号委員 東区自治協議会 委員 長谷川　徳昭 出席 - -

61 第８号委員 中央区自治協議会 委員 川崎　ツキ子 出席 - -

62 第８号委員 江南区自治協議会 委員 藤田　市男 出席 - -

63 第８号委員 秋葉区自治協議会 委員 駒口　サチ子 出席 - -

64 第８号委員 南区自治協議会 委員 鞠子　幸一 出席 - -

65 第８号委員 西区自治協議会 委員 大谷　一男 出席

66 第８号委員 西蒲区自治協議会 委員 真島　彰夫 出席


