
部署 役職 氏名
主幹 小島 和久 代理出席
主任技師 寺内 俊二
課長 笠原 淳史
技師 増田 清孝
参事 芝池 正子
副主査 髙島 悠平
課長 石岡 之俊
主査 松岡 智郁

くらし創造部景観・環境局廃棄物対策課 課長 辻岡 好文
くらし創造部景観・環境局環境政策課 係長 桝谷 徳秀

課長 清水 真己
副主査 角 晃輔
技術担当課長 勝見 潤子
係員 藤本 陵平
課長 川島 敏照
課長代理 浅井 優子
係長 頓宮 真柱 代理出席
主査 福田 智秋
企画推進担当課長 天野 稔也
施設整備計画担当係長 安達 靖子

11 大津市 環境部廃棄物減量推進課 係長 藤原 正明 代理出席
課長 吉村 光章
主幹 永富 直彦

13 高槻市 産業環境部資源循環推進課 主査 上平 貴昭 代理出席
課長代理 則武 一永 代理出席
係員 小林 浩
課長 生田 信也
主任 髙谷 和広

17 八尾市 経済環境部資源循環課 課長補佐 生野 勝也 代理出席
18 寝屋川市 環境部環境総務課 係長 宮崎 俊作 代理出席
19 姫路市 環境局美化部リサイクル推進課 係長 森本 辰彦
20 尼崎市 経済環境局環境部資源循環課 係長 冨田 勲 代理出席

環境局環境事業部美化企画課 課長 森川 信也
環境局環境施設部施設管理課 係長 森本 雅樹

22 明石市 市民生活局環境室環境総務課 室長兼課長 市川 正広
23 奈良市 環境部廃棄物対策課 課長補佐 山森 直人 代理出席
24 和歌山市 市民環境局環境部一般廃棄物課 主査 淀澤 弘幹 代理出席
25 柏原市 市民部環境対策課 次長兼課長 山角 清治 代理出席
26 太子町 まちづくり推進部生活環境課 課長 浅井 尚和
27 洲本市 市民生活部生活環境課 主任 相田 浩希 代理出席
28 豊岡市 市民生活部生活環境課 課長 今井 謙二

課長 久畑 弘幸
廃棄物対策係長 原田 光雄

防災室 室長補佐 土谷 宏巌 代理出席
港湾空港部 港湾空港防災・危機管理課 課長補佐 井上 省吾

31 大阪湾広域臨海環境整備センター 企画課 参事兼課長 宮内 勇児
32 専務理事兼事務局長 松田 裕雄
33 常務理事兼事務局長 勝野 聡一郎
34 有識者 准教授 浅利 美鈴
35 関西広域連合広域防災局 広域企画課 課長補佐 佐野 聡 代理出席
36 鳥取県 循環型社会推進課 課長補佐 古川 義秀
37 徳島県 県民環境部環境指導課 主任 増田 大樹 代理出席
38 准教授 田畑 智博
39 講師 水原 詞治
40 研究参与 高田 光康

所長 河本 晃利
課長 山根 正慎
課長補佐 井上 昭男
災害廃棄物専門官 若林 完明

上野 友輔

令和元年度 第１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

神戸大学大学院人間発達環境学研究科 准教授
龍谷大学理工学部環境ソリューション工学科

8

3 大阪府 環境農林水産部循環型社会推進室資源循環課

分類 組織名
構成員・担当者

1

府
県

滋賀県 琵琶湖環境部循環社会推進課

6 和歌山県 環境生活部環境政策局循環型社会推進課

5 奈良県

4 兵庫県 農政環境部環境管理局環境整備課

2 京都府

7

政
令
市

京都市 環境政策局循環型社会推進部ごみ減量推進課

府民環境部循環型社会推進課

備考

9 堺市 環境局環境事業部環境事業管理課

大阪市 環境局総務部総務課

10 神戸市 環境局環境政策課

推
薦
市
町

29 田辺市

公益社団法人 大阪府産業資源循環協会
一般社団法人 兵庫県産業資源循環協会
京都大学大学院地球環境学堂

12 豊中市 環境部減量計画課

中
核
市

14 枚方市 環境部環境総務課

市民環境部廃棄物処理課

21 西宮市

15 東大阪市 環境部環境事業課

ｵﾌﾞｻﾞｰ
ﾊﾞｰ

41

公益財団法人 廃棄物・３Ｒ研究財団

事務局 近畿地方環境事務所 資源循環課

30 関
係
機
関

国土交通省 近畿地方整備局


