
機　　　関　　　名 役　　職 氏　　名

滋賀県 琵琶湖環境部 循環社会推進課 課長 東村 弘文

滋賀県 琵琶湖環境部 循環社会推進課 主査 山本 春樹

京都府 環境部 循環型社会推進課 副課長 加地 将徳

京都府 環境部 循環型社会推進課 副主査 島田 博之

 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 資源循環課 参事 奥田 孝史

 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 資源循環課 総括主査 志知 和明

 兵庫県 農政環境部 環境管理局 環境整備課 課長 菅 範昭

 兵庫県 農政環境部 環境管理局 環境整備課 主査 加茂 慎

 奈良県 くらし創造部 景観・環境局 廃棄物対策課 課長 西井 保喜

 奈良県 くらし創造部 景観・環境局 環境政策課 主任主事 森本 一誠

 和歌山県 環境生活部 環境政策局 循環型社会推進課 課長 堀 浩一

 和歌山県 環境生活部 環境政策局 循環型社会推進課 主任 濱田 義明

 京都市 環境政策局 循環型社会推進部 ごみ減量推進課 係員 遠藤 士郎

大阪市 環境局 総務部 総務課 課長 馬越 宏輔

大阪市 環境局 総務部 総務課 担当係長 吉村 直也

 堺市 環境局 環境事業部 環境事業管理課 企画係長 冨田 健二

神戸市 環境局 環境政策部 総務課 課長 高田 純

神戸市 環境局 環境政策部 総務課 総務係長 中村 徹也

大津市 環境部 廃棄物減量推進課 主幹 白井 崇

豊中市 環境部 中部事業所 係長 渡邊 好秀

豊中市 環境部 減量推進課 主査 豊田　泰則

高槻市 産業環境部 資源循環推進課 主査 上平 貴昭

枚方市 環境部 減量業務室 課長代理 小林 浩

枚方市 環境部 減量業務室 係員 井上 厳

東大阪市 環境部 環境事業課 総括主幹 生田 信也

東大阪市 環境部 環境事業課 係員 川口 太朗

姫路市 環境局 美化部 リサイクル推進課 係長 平塚 正人

尼崎市 経済環境局 環境部 資源循環課 課長 檀野 浩司

尼崎市 経済環境局 環境部 資源循環課 係長 鷲尾 正博

西宮市 環境局 環境事業部 美化企画課 係長 寺本 喜大

西宮市 環境局 環境施設部 施設整備課 課長補佐 能登 祐一郎

奈良市 環境部 廃棄物対策課 主査 安倍 久

和歌山市 市民環境局 環境部 一般廃棄物課 副主幹 梅本 佳郎

和歌山市 市民環境局 環境部 一般廃棄物課 副主任 岡本 啓佑

交野市 環境部 部長 竹村 修

交野市 環境部 次長 谷辻 和彦

河南町 住民部 住民生活課 課長補佐 松田 誠二

洲本市 市民生活部 環境整備課 主査 上處 雅也

豊岡市 市民生活部 生活環境課 主査 山澤 大作

国土交通省 近畿地方整備局 企画部 防災課 課長補佐 井上 貴嗣

 国土交通省 近畿地方整備局 港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課 課長補佐 中川 雅史

大阪湾広域臨海環境整備センター 企画課 課長補佐 鵜池 泰一

公益社団法人 大阪府産業廃棄物協会 専務理事兼事務局長 松田 裕雄

一般社団法人 兵庫県産業廃棄物協会 常務理事 勝野 聡一郎

京都大学大学院 地球環境学堂 准教授 浅利 美鈴

 環境省 近畿地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課 課長 清丸 勝正

 環境省 近畿地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課 首席廃棄物対策等調査官 草刈 耕一

 環境省 近畿地方環境事務所 廃棄物・リサイクル対策課 災害廃棄物専門官 若林 完明

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 主任研究員 平野 誠也

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 副主任研究員 秋元 康男

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 副主任研究員 広瀬 研一郎

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 研究員 栗山 智帆

（オブザーバー） 　

関西広域連合 広域防災局 広域企画課 課長補佐 中西 健一

平成28年度第２回大規模災害発生時廃棄物対策近畿ブロック協議会　出席者名簿

日時：平成29年3月2日（木）10時～
12時


