南海トラフ地震対策中部圏戦略会議 構成員
【学識経験者】13名

牛山 素行
奥野 信宏
柄谷 友香
辻本 哲郎
能島 暢呂
林 拙郎
林 良嗣
秀島 栄三
平松 晋也
福和 伸夫
水谷 法美
山岡 耕春
渡辺 研司

氏名
静岡大学 防災総合センター教授
名古屋都市センター長
名城大学 都市情報学部教授
名古屋大学 名誉教授
岐阜大学 工学部教授
三重大学 名誉教授
中部大学 総合工学研究所教授
名古屋工業大学大学院 工学研究科教授
信州大学 農学部教授
名古屋大学 減災連携研究センター教授
名古屋大学大学院 工学研究科教授
名古屋大学大学院 環境学研究科教授
名古屋工業大学大学院 工学研究科教授

【国の地方支分部局等】 25機関

機関・役職名
中部管区警察局長
東海総合通信局長
東海財務局長
名古屋税関長
名古屋国税局長
東海北陸厚生局長
東海農政局長
中部森林管理局長
中部経済産業局長
中部近畿産業保安監督部長
中部地方整備局長
中部運輸局長
大阪航空局長
国土地理院 中部地方測量部長
名古屋地方気象台長
第四管区海上保安本部長
中部地方環境事務所長
陸上自衛隊第１師団 第３部長
陸上自衛隊第１０師団 第３部長
陸上自衛隊第１２旅団 第２部長
海上自衛隊横須賀地方総監部 第３幕僚室長
航空自衛隊中部航空方面隊 防衛部長
航空自衛隊第1輸送航空隊 防衛部長
中部管区行政評価局長
名古屋法務局長
【地方公共団体等】 13機関

機関・役職名
長野県知事
岐阜県知事
静岡県知事
愛知県知事
三重県知事
名古屋市長
静岡市長
浜松市 危機管理監
長野県警察本部長
岐阜県警察本部長
静岡県警察本部長
愛知県警察本部長
三重県警察本部長

【経済団体】 4機関

機関・役職名
一般社団法人中部経済連合会 会長
東海商工会議所連合会 会長
一般社団法人長野県商工会議所連合会 会長
一般社団法人静岡県商工会議所連合会 会長
【ライフライン等関係機関】 47機関

機関・役職名
全国消防長会 東海支部長
名古屋港管理組合 専任副管理者
四日市港管理組合 管理者
日本赤十字社 愛知県支部長
日本銀行 名古屋支店 次長
独立行政法人水資源機構 中部支社長
中日本高速道路株式会社 名古屋支社長
名古屋高速道路公社 理事長
独立行政法人都市再生機構 中部支社長
中部電力株式会社 執行役員総務部長
名古屋鉄道株式会社 代表取締役副社長 鉄道事業 本部長
近畿日本鉄道株式会社 執行役員 鉄道本部 名古屋統括部長
日本貨物鉄道株式会社 東海支社 執行役員 支社長
中部国際空港株式会社 取締役執行役員 空港運用本部長
西日本電信電話株式会社 東海事業本部 設備部長
東日本電信電話株式会社 長野支店 設備部長
株式会社ＮＴＴドコモ 東海支社 ネットワーク部長
ソフトバンク株式会社 西日本技術本部 東海技術統括部長
KDDI株式会社 名古屋テクニカルセンター長
東邦ガス株式会社 供給防災部長
中部地区エルピーガス連合会 会長
一般社団法人静岡県エルピーガス協会 会長
一般社団法人長野県エルピーガス協会 会長
一般社団法人日本建設業連合会 中部支部長
一般社団法人長野県建設業協会 会長
一般社団法人岐阜県建設業協会 会長
一般社団法人静岡県建設業協会 会長
一般社団法人愛知県建設業協会 会長
一般社団法人三重県建設業協会 会長
一般社団法人建設電気技術協会 中部支部長
一般社団法人中部地質調査業協会 理事長
一般社団法人日本道路建設業協会 中部支部長
一般社団法人日本建設機械施工協会 中部支部長
一般社団法人日本橋梁建設協会 事務局長
一般社団法人建設コンサルタンツ協会 中部支部長
一般社団法人プレストレストコンクリート建設業協会 中部支部長
一般社団法人全国測量設計業協会連合会・中部地区協議会 会長
中部港湾空港建設協会連合会 会長
一般社団法人日本海上起重技術協会 中部支部長
一般社団法人日本埋立浚渫協会 中部支部長
一般社団法人日本潜水協会 会長
一般社団法人港湾技術コンサルタンツ協会 会長
一般社団法人海洋調査協会 会長
一般社団法人マンション管理業協会 中部支部長
一般社団法人 日本産業カウンセラー協会 中部支部長
中部ブロックＤＭＡＴ連絡協議会 代表
全国浚渫業協会 東海支部 支部長
【報道関係機関】 10機関

機関・役職名
日本放送協会 名古屋放送局 局長
株式会社CBCテレビ 報道・制作センター 報道部長
名古屋テレビ放送株式会社 災害担当プロデューサー
東海テレビ放送株式会社 報道スポーツ局次長兼報道部長
中京テレビ放送株式会社 報道局報道部 ニュースプロデューサー
株式会社岐阜放送 代表取締役会長
株式会社テレビ静岡 代表取締役社長
株式会社 静岡第一テレビ 代表取締役社長
株式会社 静岡朝日テレビ 代表取締役社長
三重テレビ放送株式会社 代表取締役社長
合計99機関

南海トラフ地震対策中部圏戦略会議 幹事会 構成員
【国の地方支分部局等】 36機関
機関・役職名
中部管区警察局 広域調整部長
関東管区警察局 広域調整部長
東海総合通信局 防災対策推進局長
信越総合通信局 総務部長
東海財務局 総務部長
関東財務局 総務部 次長
名古屋税関 総務部 部長
名古屋国税局 総務部長
関東信越国税局 総務部長
東海北陸厚生局 健康福祉部長
関東信越厚生局 総務部 総務課長
東海農政局 企画調整室長
関東農政局 企画調整室長
中部森林管理局 総務企画部長
中部経済産業局 総務企画部長
近畿経済産業局 総務企画部 総務課長
関東経済産業局 総務企画部 総務課長
中部近畿産業保安監督部 管理課長
関東東北産業保安監督部 管理課長
中部地方整備局 企画部長
中部運輸局 総務部長
北陸信越運輸局 総務部長
大阪航空局 中部空港事務所 管理課 課長
東京航空局 中部地域空港振興調整官
国土地理院 中部地方測量部 次長
名古屋地方気象台 地震津波火山防災情報管理官
第四管区海上保安本部 総務部長
中部地方環境事務所 総務課長
陸上自衛隊第１師団 司令部 第３部 防衛班長
陸上自衛隊第１０師団 司令部 第３部 防衛班長
陸上自衛隊第１２旅団 司令部 第２部 情報班長
海上自衛隊横須賀地方総監部 防衛部 第３幕僚室 国民保護・防災主任
航空自衛隊中部方面隊 防衛部 運用課 運用第２班長
航空自衛隊第１輸送航空隊 防衛部 運用班長
中部管区行政評価局 総務管理官
名古屋法務局 民事行政部長
【地方公共団体等】13機関
機関・役職名
長野県 危機管理監兼危機管理部長
長野県 建設部長
岐阜県 危機管理部長
岐阜県 県土整備部長
静岡県 交通基盤部長
静岡県 危機管理監
愛知県 防災局長
愛知県 建設部長
三重県 防災対策部長
三重県 県土整備部長
名古屋市 防災危機管理局長
名古屋市 緑政土木局長
静岡市 危機管理総室長
浜松市 危機管理課長
長野県警察本部 警備部長
岐阜県警察本部 警備部長
静岡県警察本部 警備部長
愛知県警察本部 警備部長
三重県警察本部 警備部長
【経済団体】4機関
機関・役職名
一般社団法人中部経済連合会 常務理事
東海商工会議所連合会 名古屋商工会議所 理事・企画振興部長
一般社団法人長野県商工会議所連合会 常務理事
一般社団法人静岡県商工会議所連合会 専務理事・事務局長

【ライフライン等関係機関】56機関
機関・役職名
全国消防長会 東海支部 名古屋市消防局 消防部長
全国消防長会 関東支部 静岡県消防長会 会長
全国消防長会 関東支部 長野県消防長会 会長
名古屋港管理組合 企画調整室長
名古屋港管理組合 総務部 危機管理監
四日市港管理組合 経営企画部長
日本赤十字社 長野県支部 事務局長
日本赤十字社 岐阜県支部 事務局 次長
日本赤十字社 静岡県支部 事務局長
日本赤十字社 愛知県支部 事業部 事業部長兼救護・事業推進課長
日本赤十字社 三重県支部 事業推進課長
日本銀行 名古屋支店 文書課長
独立行政法人水資源機構 中部支社 事業部長
中日本高速道路株式会社 名古屋支社 保全・サービス事業部長
中日本高速道路株式会社 東京支社 保全・サービス事業部長
名古屋高速道路公社 副理事長
独立行政法人都市再生機構 中部支社 総務部長
中部電力株式会社 総務部 防災グループ長
東京電力ホールディングス株式会社 総務・法務室防災グループマネージャー部長
関西電力株式会社 和歌山電力部 統括グループ チーフマネージャー
名古屋鉄道株式会社 総務部 代表取締役専務 総務部長
近畿日本鉄道株式会社 鉄道本部 名古屋統括部 運輸部長
日本貨物鉄道株式会社 総務課 企画兼勤労係長
中部国際空港株式会社 空港運用本部 空港運用部 担当部長
西日本電信電話株式会社 東海事業本部 設備部 災害対策室長
東日本電信電話株式会社 長野支店 長野災害対策室 室長
株式会社ＮＴＴドコモ 東海支社 災害対策室長
ソフトバンク株式会社 東日本技術部 東海技術統括部 東海ネットワークセンター長

KDDI株式会社 中部総支社 名古屋テクニカルセンター マネージャー
東邦ガス株式会社 総務部防災グループ 次長
中部地区エルピーガス連合会 専務理事
一般社団法人静岡県エルピーガス協会 防災対策委員長
一般社団法人長野県エルピーガス協会 専務理事
一般社団法人日本建設業連合会 中部支部 災害対策部会 部会長
一般社団法人長野県建設業協会 専務理事
一般社団法人岐阜県建設業協会 専務理事
一般社団法人静岡県建設業協会 専務理事
一般社団法人愛知県建設業協会 専務理事
一般社団法人三重県建設業協会 専務理事
一般社団法人建設電気技術協会 中部支部 防災対策副部会長
一般社団法人中部地質調査業協会 防災委員長
一般社団法人日本道路建設業協会 中部支部 安全委員
一般社団法人日本建設機械施工協会 中部支部 災害対策部会長
一般社団法人日本橋梁建設協会 安全委員会 幹事長
一般社団法人建設コンサルタンツ協会 総務部会長
一般社団法人プレストレストコンクリート建設業協会 中部支部 広報担当幹事
一般社団法人全国測量設計業協会連合会・中部地区協議会 副会長
中部港湾空港建設協会連合会 事務局
一般社団法人日本海上起重技術協会 中部支部 事務局長
一般社団法人日本埋立浚渫協会 中部支部 事務局長
一般社団法人日本潜水協会 名古屋支部長
一般社団法人港湾技術コンサルタンツ協会 事務局長
一般社団法人海洋調査協会 中部地区渉外委員
一般社団法人マンション管理業協会 中部支部 事務局長
一般社団法人 日本産業カウンセラー協会中部支部 会員部 部長
中部ブロックＤＭＡＴ連絡協議会 愛知医科大学災害医療研究センター 教授
全国浚渫業協会 東海支部 事務局長
【報道関係機関】10機関
機関・役職名
日本放送協会 名古屋放送局 報道部長
株式会社CBCテレビ 報道・制作センター 報道部 課長
名古屋テレビ放送株式会社 報道局 ニュース情報センター 災害担当プロデューサー
東海テレビ放送株式会社 報道部 災害担当デスク
中京テレビ放送株式会社 報道局報道部 ニュースプロデューサー
株式会社岐阜放送 報道制作局報道ステーション マネージャー
株式会社テレビ静岡 報道部長
株式会社静岡第一テレビ 社長室長
株式会社静岡朝日テレビ 人事総務部長
三重テレビ放送株式会社 報道制作部長
合計 119機関

