
○京都市防災会議委員

機関名 役職 氏名
☆ 近畿財務局京都財務事務所 所長 𠮷川　聡
☆ 近畿農政局 地方参事官（京都府担当） 山崎　達夫
☆ 近畿運輸局京都運輸支局 支局長 足利　剛
☆ 大阪管区気象台京都地方気象台 台長 内藤 宏人
☆ 近畿総合通信局 局長 髙野　潔
☆ 京都労働局 局長 金刺　義行
☆ 近畿地方整備局 局長 溝口　宏樹
☆ 陸上自衛隊第７普通科連隊 連隊長１佐 小野田　宏樹
☆ 京都府 危機管理部長 壺内　賢一
☆ 京都府警察本部 警備部長 山本 一彦
☆ 西日本旅客鉄道株式会社京都支社 支社長 若菜　真丈
☆ 西日本電信電話株式会社京都支店 支店長 大野　敬
☆ 日本赤十字社京都府支部 事務局長 上田　敏勝　
☆ 日本放送協会京都放送局 局長 荒木　美弥子
☆ 日本郵便株式会社京都中央郵便局 局長 古谷　卓雄
☆ 西日本高速道路株式会社関西支社京都高速道路事務所 所長 長谷　隆行
☆ 日本通運株式会社京都支店 支店長 坂田　道治
☆ 関西電力株式会社 原子力事業本部　副事業本部長 下川　浩一
☆ 関西電力送配電株式会社京都支社 支社長 津田 雅彦
☆ 大阪ガス株式会社　ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾝﾊﾟﾆｰ　京滋導管部 京滋導管部長　 越田 哲史

株式会社京都放送 総務局長 伊藤　義行
☆ 一般社団法人京都府医師会 理事 髙階　謙一郎
☆ 株式会社エフエム京都 常務取締役 黒柳　輝昭
☆ 一般社団法人京都府トラック協会 専務理事 井尻　憲司

一般社団法人京都府歯科医師会 専務理事 岡本　肇
公益社団法人京都府看護協会 会長 中島　すま子
一般社団法人京都府薬剤師会 専務理事 原田　克也
澱川右岸水防事務組合 議会議長 田中　照清
桂川・小畑川水防事務組合 議会議長 宮本　明夫
立命館大学 特別研究フェロー 土岐　憲三
京都市 レジリエント・シティ京都市統括監 藤田　裕之
京都市地域女性連合会 常任委員 髙橋　肇子
京都市災害ボランティアセンター 事務局長 沖　豊彦

☆ 日本労働組合総連合会京都府連合会 会長 廣岡 和晃
京都府連合婦人会 会長 田野　照子
公益社団法人京都府助産師会 理事 岩見　香織
京都市立小学校校長会 支部長会　会長 三上　直美
京都市消防団 西京消防団　副団長 野洲　壽子

☆ 公益財団法人京都ＹＷＣＡ 理事長 上村　兪巳子
☆ 京都市老人クラブ連合会 理事 小森　壽子

京都市保育士会 会長 雑賀　隆子
☆ 京都市身体障害児者父母の会連合会 会長 岡　千栄子
☆ 公益財団法人京都市国際交流協会 事業課　課長補佐 濱屋　伸子

京都府建築士会 理事 堀尾　智子
公益社団法人京都犯罪被害者支援センター 事務局長 冨名腰　由美子

☆ 京都市 副市長 村上　圭子
☆ 京都市 副市長 岡田　憲和
☆ 京都市 副市長 鈴木　章一郎
☆ 京都市 危機管理監 三科　卓巳
☆ 京都市 教育長 在田　正秀  
☆ 京都市 公営企業管理者 交通局長 山本　耕治
☆ 京都市 公営企業管理者 上下水道局長 吉川　雅則

京都市 土木技術・防災減災担当局長 谷口　一朗
☆ 京都市 伏見区長 山本ひとみ
☆ 京都市 消防局長 山内　博貴

○京都市防災会議専門委員

機関名 役職 氏名

立命館大学 特別研究フェロー
（京都市防災会議専門委員会 委員長）

土岐　憲三

公益財団法人国際高等研究所
京都大学

フェロー
名誉教授

木下　冨雄

京都芸術大学 学長 尾池　和夫
立命館大学衣笠総合研究機構 教授 鈴木　祥之
京都大学大学院工学研究科 教授 清野　純史
京都大学防災研究所 教授 牧　紀男
京都大学防災研究所 教授 堀　智晴
京都大学防災研究所 教授 王　功輝
京都大学大学院工学研究科 教授 三村　 衛
京都大学大学院工学研究科 教授 立川　康人
京都大学 名誉教授 三島  嘉一郎
京都大学複合原子力科学研究所 教授 中島　健
京都医療科学大学 教授 大野　和子
京都大学防災研究所 教授 石川　裕彦
京都大学複合原子力科学研究所 准教授 藤川　陽子

令和２年度京都市防災会議及び京都市国民保護協議会　委員名簿（敬称略）

京都市防災会議　会長　京都市長　門川　大作

※☆表示の委員は，京都市国民保護協議会委員を兼務

※京都市防災会議専門委員会委員長は，京都市防災会議委員を兼務



○京都市国民保護協議会委員
機関名 役職 氏名

☆ 近畿総合通信局 局長 髙野　潔
☆ 近畿財務局京都財務事務所 所長 𠮷川　聡
☆ 京都労働局 局長 金刺　義行
☆ 近畿農政局 地方参事官（京都府担当） 山崎　達夫
☆ 近畿地方整備局 局長 溝口　宏樹
☆ 近畿運輸局京都運輸支局 支局長 足利　剛
☆ 大阪管区気象台 京都地方気象台 台長 内藤　宏人
☆ 陸上自衛隊第７普通科連隊 連隊長１佐 小野田　宏樹
☆ 京都府 危機管理部長 壺内　賢一
☆ 京都府警察本部 警備部長 山本 一彦
☆ 京都市 副市長 岡田　憲和
☆ 京都市 副市長 村上　圭子
☆ 京都市 副市長 鈴木　章一郎
☆ 京都市 教育長 在田　正秀
☆ 京都市 消防局長 山内　博貴
☆ 京都市 危機管理監 三科　卓巳
☆ 京都市 公営企業管理者交通局長 山本　耕治
☆ 京都市 公営企業管理者上下水道局長 吉川　雅則
☆ 京都市 伏見区長 山本ひとみ
☆ 日本赤十字社京都府支部 事務局長 上田　敏勝
☆ 日本放送協会京都放送局 局長 荒木　美弥子
☆ 西日本高速道路株式会社 関西支社京都高速道路事務所 所長 長谷　隆行
☆ 日本郵便株式会社京都中央郵便局 局長 古谷　卓雄
☆ 西日本電信電話株式会社京都支店 支店長 大野　敬
☆ 関西電力株式会社 原子力事業本部　副事業本部長 下川　浩一
☆ 関西電力送配電株式会社京都支社 支社長 津田　雅彦
☆ 大阪ガス株式会社　ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾝﾊﾟﾆｰ　京滋導管部 京滋導管部長 越田　哲史

京阪バス株式会社 総務人事部　部長 吉村　昌己
☆ 日本通運株式会社京都支店 支店長 坂田　道治
☆ 西日本旅客鉄道株式会社京都支社 支社長 若菜　真丈

近畿日本鉄道株式会社 取締役常務執行役員　大阪統括部長 安東　隆昭
☆ 一般社団法人京都府トラック協会 専務理事 井尻　憲司
☆ 一般社団法人京都府医師会 理事 髙階　謙一郎

株式会社京都放送 代表取締役社長 細井　俊介
☆ 株式会社エフエム京都 常務取締役 黒柳　輝昭

公益財団法人 世界人権問題研究センター 所長（同志社大学法学部教授） 坂元　茂樹
☆ 公益財団法人 京都市国際交流協会 事業課　課長補佐 濱屋　伸子

京都市消防団協会 副会長（下京消防団長） 八木　聖二
公益財団法人 祇園祭山鉾連合会 理事長 木村　幾次郎
佛教大学 福祉教育開発センター　講師 後藤　至功
京都市地域女性連合会 常任委員 余田　和子

☆ 日本労働組合総連合会京都府連合会 会長 廣岡　和晃
☆ 公益財団法人京都ＹＷＣＡ 理事長 上村　兪巳子
☆ 京都市老人クラブ連合会 理事 小森　壽子
☆ 京都市身体障害児者父母の会連合会 会長 岡　千栄子

京都市国民保護協議会　会長　京都市長　門川　大作

※☆表示の委員は，京都市防災会議委員を兼務


