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会津若松市 市長 室井　照平 危機管理課 課長 秋山　敏也 市民部　危機管理課 副主幹 長谷川　洋平

郡山市 市長 品川　萬里 河川課 課長 池田　剛 建設交通部　河川課 主任技査兼企画係長 塩田　昌幸

喜多方市 市長 遠藤　忠一 生活防災課 課長 遠藤　伝成 市民部　生活防災課 消防防災係長 大垣　義智

天栄村 村長 添田　勝幸 総務課 課長 内山　晴路 総務課 副課長兼総務係長 芳賀　信弘

下郷町 町長 星　學 町民課 町民課長 渡部　浩市 町民課　生活安全係 主査 渡部　大樹

檜枝岐村 村長 星　明彦 総務課 課長 橘　千春 総務課 主査 木津　庸之

只見町 町長 渡部　勇夫 町民生活課 課長 渡部　高博 町民生活課　町民係 主査 三瓶　真人

南会津町 町長 大宅　宗吉 住民生活課 課長 渡部秀介 住民生活課　消防交通係 主事 湯田　雅也

北塩原村 村長 遠藤　和夫 住民課 課長 高橋　宏典 住民課　生活班 班長 大塚　修

西会津町 町長 薄　友喜 町民税務課 課長 渡部　峰明 町民税務課 主査 五十嵐　国幸

磐梯町 町長 佐藤　淳一 総務課 課長 田中　勝 総務課 主事 長沼　学

猪苗代町 町長 前後　公 総務課 課長 鈴木　善弘 総務課　行政管理係 主査 古川　勇一

会津坂下町 町長 齋藤　文英 総務課 課長 大島　光昭 総務課　危機管理室 副主幹兼室長 古川　一夫

湯川村 村長 三澤　豊隆 総務課 課長 鈴木　定 総務課　総務係 主事 村田　崇

柳津町 町長 小林　功 総務課 課長 菊地　淳一 総務課　総務班 主査 土橋　諭

三島町 町長 矢澤　源成 産業建設課 課長 渡辺　浩 産業建設課 課長 渡辺　浩

金山町 町長 押部　源二郎 総務課 課長 栗田　哲也 総務課 総務係 諏佐　雅樹

昭和村 村長 舟木　幸一 産業建設課 課長 束原　健二 産業建設課　建設係 主事 高橋　侑也

会津美里町 町長 渡部　英敏 総務課 課長 國分　利則 総務課　防災情報係 主査 田部　賀通

会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部　 消防長 鎌倉　司 警防課 課長 五ノ井幸夫 消防本部警防課 副主幹 外池　学

喜多方地方広域市町村圏組合消防本部消防長 高久　寛行 消防課 課長 小田切　秀史 消防課 課長補佐 佐藤　栄司

南会津地方広域消防本部 消防長 菅家　光喜 警防課 課長 星　光喜 警防課 課長 星　光喜

土木部 部長 猪股　慶臟 河川計画課 課長 鈴木　秀人 河川計画課 主任主査兼副課長 猪狩　洋 事務局

危機管理部 部長 大島　幸一 災害対策課 課長 角田　和行 災害対策課 主査 飯塚　祐介

農村計画課 課長 宍戸　潤一 農村計画課 主幹 鈴木　秀一郎

森林計画課 課長 栁田　範久 森林計画課 主幹 會田　充茂

農林水産省 阿武隈土地改良調査管理事務所 所長 家元　隆佳 企画課 課長 袖山　徳夫 企画課 水利指導係長 菅原　仁文

会津森林管理署 署長 乾　光一 治山グループ 総括治山技術官 波崎　卓巨 治山グループ 総括治山技術官 波崎　卓巨

会津森林管理署　南会津支署 支署長 黒木　尚 治山グループ 総括治山技術官 川村　一也 治山グループ 総括治山技術官 川村　一也

森林整備センター　福島水源林整備事務所 所長 遠藤　宏之 造林係長 大内　悠司 造林係長 大内　悠司

気象庁 福島地方気象台 台長 中舘　明 防災管理官 鹿野　義明 水害対策気象官 上澤　健一

国土交通省 阿賀川河川事務所 事務所長 岸田　秀 工務課 課長 後藤　博正 工務課 専門官 加藤　靖 事務局

東北電力(株)　会津若松支社 支社長 大内　重行 会津ダム管理センター 熊田　章

電源開発(株)　東日本支店 支店長 中岡　毅 東日本支店 支店長代理 廣岡　光太郎

昭和電工(株)　東長原事業所 事業所長 窪田　浩二 発電グループ 主任 丸山　晴男

会津北部土地改良区 理事長 佐藤　雄一 事務管理係長 磯部　和幸
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