
委員 氏　名 出欠

岐阜市長 細江　茂光 代理 基盤整備部水防対策課長 西垣　嘉行

大垣市長 小川　敏 代理 生活安全課　危機管理専門官 林　昭義

関市長 尾関　健治 代理 危機管理課長 波多野　一人

美濃市長 武藤　鉄弘 代理 総務課長 澤村　浩

羽島市長 松井　聡 代理 市長室長 國枝　篤志

美濃加茂市長 藤井　浩人 代理 総務部防災安全課長 林　憲

各務原市長 浅野　健司 代理 市長公室次長兼防災対策課長 磯部　綱雄

可児市長 冨田　成輝 欠席

山県市長 林　宏優 欠席

瑞穂市長 棚橋　敏明 ○

本巣市長 藤原　勉 代理 総務部長 岡崎　誠

郡上市長 日置　敏明 欠席

海津市長 松永　清彦 欠席

岐南町長 松原　秀安 代理 総務部長 林　武幸

笠松町長 広江　正明 代理 建設水道部　建設課長 佐々木　正道

養老町長 大橋　孝 ○

神戸町長 谷村　成基 欠席

輪之内町長 木野　隆之 ○

安八町長 堀　正 欠席

揖斐川町長 宗宮　孝生 代理 参与兼総務部長 高橋　径夫

大野町長 宇佐美　晃三 ○

池田町長 岡﨑　和夫 ○

北方町長 戸部　哲哉 ○

坂祝町長 南山　宗之 ○

一宮市長 中野　正康 代理 総務部次長（危機管理監） 吉田　健二

江南市長 澤田　和延 ○

稲沢市長 大野　紀明 欠席

犬山市長 山田　拓郎 代理 市民部長 小川　清美

扶桑町長 千田　勝隆 代理 総務部長 高木　幹雄

岐阜土木事務所長 近藤　真章 代理 河川砂防課長 池戸　和文

大垣土木事務所長 冠者　信男 ○

揖斐土木事務所長 野崎　眞司 ○

美濃土木事務所長 白河　忠良 代理 河川砂防課長 古田　清

可茂土木事務所長 船坂　徳彦 ○

郡上土木事務所長 飯島　昭憲 代理 施設管理課長 石榑　和成

尾張県民事務所長 高橋　智保 代理 防災保安課長 落合　千尋

一宮建設事務所長 市川　和邦 代理 河川整備課長 岡島　充典

岐阜地方気象台長 大沢　雅亮 ○

名古屋地方気象台長 長谷川　洋平 代理 広域防災管理官 大洲　光知夫

水資源機構中部支社　事業部長 吉岡　敏幸 ○

丸山ダム管理所長 筒井　保博 欠席

木曽川上流河川事務所 大澤　健治 ○

愛知県建設部河川課長【来賓】 永田　真人 ○

代　理
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幹事 出欠

岐阜市　基盤整備部　水防対策課長
基盤整備部水防対策課長
都市防災部　次長

西垣　嘉行
田中　光弘

（本人）

大垣市　建設部治水課長 治水課長 松浦　徹 本人

関市　危機管理課長 危機管理課長 波多野　一人 （本人）

美濃市　総務部　総務課長 総務課長 澤村　浩 （本人）

羽島市　市長室　危機管理課長 危機管理課長 加藤　光彦 本人

美濃加茂市総務部防災安全課長 総務部防災安全課長 林　憲 （本人）

各務原市市長公室　防災対策課長 市長公室次長兼防災対策課長 磯部　綱雄 （本人）

可児市　総務部　防災安全課長 総務部　防災安全課　防災係長 原　文政 代理

山県市　総務課長 総務課長 太田　智倫 本人

瑞穂市総務部　総務課長 総務課長 平塚　直樹 本人

本巣市　総務部　総務課長 総務課長 畑中　和徳 本人

郡上市　総務部　総務課長 総務課長 佃　良之 本人

海津市　危機管理課長 課長補佐 兒玉　靖 代理

岐南町　総務部　くらし安全課長 くらし安全課長 堀場　康伸 本人

笠松町　総務部　総務課長 総務部　総務課　主幹 後藤　英司 代理

養老町　建設課長 産業建設部建設課長 前田　勝治 本人

神戸町　総務部　総務課長 総務課　係長 石原　知一 代理

輪之内町　危機管理課長 危機管理課長 森島　秀彦 本人

安八町　総務課長 総務課長補佐 堀迫　秀紀 代理

揖斐川町　産業建設部　建設課長 欠席

大野町　総務部　総務課長 総務課長 馬渕　直樹 本人

池田町　総務部　総務課長 総務課　係長 國枝　実成 代理

北方町　防災安全課長 防災安全課　課長補佐 宮﨑　資啓 代理

坂祝町　産業建設課長 産業建設課長 小関　昇 本人

一宮市　総務部行政課危機管理室長
総務部行政課危機管理室長
建設部治水課専任課長

竹内　和彦
松川　直史

本人

江南市　防災安全課長
危機管理室防災安全課
・室長兼課長

小塚　昌宏 本人

稲沢市　総務部　危機管理課長 危機管理課長 榊山　隆夫 本人

犬山市　市民部　地域安全課長 地域安全課主幹 百武　俊一 代理

扶桑町　総務部　総務課長 総務課　主幹 戸田　知孝 代理

岐阜県河川課長
河川課　企画環境係長
河川課　維持係長

上谷　伸二
遠藤　協一

代理

岐阜土木事務所　施設管理課長 施設管理課長 早崎　辰仁 本人

大垣土木事務所　施設管理課長 施設管理課長 高橋　義浩 本人

揖斐土木事務所　施設管理課長 施設管理課長 坂井田　祐二 本人

美濃土木事務所　施設管理課長 施設管理課長 山田　浩司 本人

可茂土木事務所　施設管理課長
施設管理課長
河川砂防課長

桂川　隆弘
内藤　英徳

本人

郡上土木事務所　施設管理課長 施設管理課長 石榑　和成 （本人）

愛知県尾張県民事務所　防災保安課長 防災保安課長 落合　千尋 （本人）

愛知県一宮建設事務所　維持管理課長 維持管理課長 向原　宏 本人

岐阜地方気象台　防災管理官 防災管理官 熊田　浩一 本人

名古屋地方気象台　防災管理官 水害対策気象官 伊藤　等 代理

水資源機構中部支社　事業部　水管理・防災課長 水管理・防災課長 宮下　武士 本人

丸山ダム管理所　管理係長 欠席

木曽川上流河川事務所　副所長 副所長 戸谷三知郎 本人

愛知県【来賓】
河川課　課長補佐
河川課　主査
防災局　災害対策課　課長補佐

廣瀬　克夫
若山　明裕
岡田　晴道

本人

（事務局）木曽川上流河川事務所 保全対策官 牛場　久典 事務局
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