
会長　茅ヶ崎市長  佐藤　光

選　出　区　分 組　　　　織　　　　名

1 茅ヶ崎市長 佐藤　光 市民安全部長 若林　英俊

2 農林水産省関東農政局神奈川県拠点 総括農政業務管理官 徳田　立栄 総括農政推進官 松原　秀雄

3
第三管区海上保安本部（横須賀海上保安部
湘南海上保安署）

署長 安藤　進一郎 次長 佐藤　毅

4 国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所 所長 竹田　正彦 地域防災調整官 金森　正博

5
国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所
湘南出張所

所長 町田　浩章 管理第二係長 橋本　智一

6 気象庁東京管区気象台横浜地方気象台 台長 上野　康弘 防災管理官 五味　孝夫

7
陸上自衛隊の
自衛官

陸上自衛隊第４施設群 第4施設群長 小野　一也 第３科長 平川　雄基

8 神奈川県藤沢土木事務所 所長 峯村　徹哉 道路維持課長 坂口　勝利

9 神奈川県湘南地域県政総合センター 所長 竹村　洋治郎 県民・防災課長 若本　伸子

10 神奈川県企業庁茅ケ崎水道営業所 所長 村本　浩一 工務・配水課長 飯田　俊彦

11 神奈川県衛生研究所 所長 髙崎　智彦 管理課長 白井　政美

12
神奈川県警察
の警察官

神奈川県茅ケ崎警察署 署長 坂本　仁義 警備課長 梅原　健司

13 茅ヶ崎市 副市長 塩崎　威 － －

14 茅ヶ崎市 副市長 岸　宏司 － －

15 茅ヶ崎市 総務部長 熊澤　克彦 行政総務課長 吉川　美香

16 茅ヶ崎市 企画部長 添田　信三 企画経営課長 坂田　哲

17 茅ヶ崎市 財務部長 青柳　道文 財政課長 小島　敦

18 茅ヶ崎市 市民安全部長 若林　英俊 防災対策課長 岩井　晶佳

19 茅ヶ崎市 経済部長 吉川　勝則 産業振興課長 青木　聡

20 茅ヶ崎市 文化生涯学習部長 村上　穰介 男女共同参画課長 森永　尚子

21 茅ヶ崎市 福祉部長 内藤　喜之 福祉政策課長 大川　寿之

22 茅ヶ崎市 こども育成部長 細見　明子 子育て支援課長 樋口　剛

23 茅ヶ崎市 環境部長 重田　康志 環境政策課長 森井　武

24 茅ヶ崎市 都市部長 後藤　祐史 都市計画課長 菊地　篤

25 茅ヶ崎市 建設部長 榊原　敦 建設総務課長 森野　修作

26 茅ヶ崎市 下水道河川部長 大竹　功 下水道河川総務課長 小室　武司

27 茅ヶ崎市 保健所長 中沢　明紀 保健企画課長 榎本　浩二

28 茅ヶ崎市 病院長 望月　孝俊 病院総務課長 田渕　明子

29 教育長 茅ヶ崎市 教育長 竹内　清 教育総務課長 島津　順

30 茅ヶ崎市 消防長 小澤　幸雄 警防救命課長 森田　学

31 茅ヶ崎市消防団 消防団長 市川　隆雄 副団長 小田木　基浩

32 日本郵便株式会社茅ヶ崎郵便局 郵便局長 長嶋　健知 総務部長 二階堂　勝己

33 東日本旅客鉄道株式会社茅ヶ崎駅 駅長 浮須　幸市 助役 野原　洋

34 東日本電信電話株式会社神奈川西支店 支店長 茂谷　浩子 総括担当課長 中村　大伸

35 東京電力パワーグリッド株式会社平塚支社 支社長 吉村　陽 次長 内藤　千春

36 東京ガス株式会社神奈川西支店 支店長 香川　健 副支店長 矢野　眞光

37 一般社団法人神奈川県トラック協会 会員 中村　努 県南サービスセンター長 德光　正彦

38 神奈川中央交通株式会社 運輸計画部運転課長 井手　正一郎 茅ヶ崎営業所長 橋　俊彦

39 一般社団法人茅ヶ崎医師会 理事 藤川　浩 理事 町田　智幸

40 茅ヶ崎商工会議所 副会頭 伊藤　和明 専務理事 朝倉　利之

41 社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会 会長 水島　静夫 事務局長 海野　誠

42
自主防災組織
を構成する者

松尾自治会防災会 － 後藤　金蔵 － －

43 茅ヶ崎市 防災危機管理アドバイザー 佐藤　喜久二 － －

44 株式会社危機管理教育研究所 代表 国崎　信江 － －

45 株式会社マザー湘南 代表 塚田　桂子 － －

茅ヶ崎市防災会議委員及び幹事名簿

令和3年8月1日現在

委　　　員 幹　　　事

会長　／　幹事長

指定地方行政
機関の職員

神奈川県知事
部内の職員

市長部内の職
員

消防長及び
消防団長

指定公共機関
及び指定地方
公共機関の職
員

公共的団体の
役職員

学識経験のあ
る者


