
都道府県 担当部署 担当者 電話 FAX

北海道 建設部 土木局 河川砂防課 森下 剛志 011-204-5560 011-232-4134

青森県 県土整備部 河川砂防課 野宮 歓一 017-734-9670 017-734-8191

岩手県 県土整備部 砂防災害課 酒井 新吾 019-629-5922 019-629-9140

宮城県 土木部 防災砂防課 斎藤 真由香 022-211-3232 022-211-3193

秋田県 建設部 河川砂防課 渡部 英範 018-860-2517 018-860-3809

山形県 県土整備部 砂防・災害対策課 佐藤 崇 023-630-2635 023-625-3866

福島県 土木部 砂防課 近内 剛 024-521-7491 024-521-7716

茨城県 土木部 河川課 水防災・砂防対策室 小貫 徹也 029-301-4480 029-301-4499

栃木県 県土整備部 砂防水資源課 室井 健宏 028-623-2454 028-623-2456

群馬県 県土整備部 砂防課 住谷 俊輔 027-226-3633 027-243-1680

埼玉県 県土整備部 河川砂防課 峯岸 祐希 048-830-5141 048-830-4865

千葉県 県土整備部 河川環境課 麻生 勇樹 043-223-3156 043-221-1950

東京都 建設局 河川部 防災課 望月 一宏 03-5320-5438 03-5388-1533

神奈川県 県土整備局 河川下水道部 砂防海岸課 大塚 博 045-210-6511 045-210-8897

山梨県 県土整備部 砂防課 井川 顕 055-223-1710 055-223-1714

長野県 建設部 砂防課 坂口 一俊 026-235-7316 026-233-4029

新潟県 土木部 砂防課 髙野 斉 025-280-5853 025-285-9724

富山県 土木部 砂防課 粟林 猛・森田 仁 076-444-3343 076-444-4420

石川県 土木部 砂防課 岡本 美由紀 076-225-1751 076-225-1752

岐阜県 県土整備部 砂防課 牛丸 健 058-272-8621 058-278-2755

静岡県 交通基盤部 河川砂防局 砂防課 神田 芽伊 054-221-3042 054-221-3564

愛知県 建設局 砂防課 松元 徹 052-954-6560 052-972-6418

三重県 県土整備部 防災砂防課 菊地 泰彦 059-224-2697 059-224-2684

福井県 土木部 砂防防災課 福 秀則 0776-20-0494 0776-20-0676

滋賀県 土木交通部 砂防課 佐藤 太紀 077-528-4192 077-528-4907

京都府 建設交通部 砂防課 大石 直樹・須浪 知亮 075-414-5315 075-432-6312

大阪府 都市整備部 河川室河川整備課 計画グループ 脇水 義人 06-6944-9296 06-6949-3129

兵庫県 県土整備部 土木局 砂防課 倉成 亮 078-362-3565 078-362-4281

奈良県 県土マネジメント部 砂防・災害対策課 三谷 耕太 0742-27-8521 0742-27-3911

和歌山県 県土整備部 河川・下水道局 砂防課 谷口 祐一 073-441-3174 073-441-3173

鳥取県 県土整備部 治山砂防課 椿 拓也 0857-26-7822 0857-26-8130

島根県 土木部 砂防課 安達 稔 0852-22-6785 0852-22-5788

岡山県 土木部 防災砂防課 宇野 敦夫 086-226-7482 086-234-2478

広島県 土木建築局 砂防課 船田 昂志 082-513-3942 082-223-2443

山口県 土木建築部 砂防課 寒川 章 083-933-3763 083-933-3769

徳島県 県土整備部 砂防防災課 三木 保典 088-621-2541 088-621-2866

香川県 土木部 河川砂防課 豊嶋 晃矢 087-832-3543 087-806-0216

愛媛県 土木部 河川港湾局 砂防課 宮崎 尚郁 089-912-2437 089-941-5887

高知県 土木部 防災砂防課 敷地 弘行 088-823-9845 088-823-9539

福岡県 県土整備部 砂防課 竹下 史美男 092-643-3678 092-643-3689

佐賀県 県土整備部 河川砂防課 朝長 菜美 0952-25-7162 0952-25-7277

長崎県 土木部 砂防課 戸村 大 095-820-4788 095-824-7175

熊本県 土木部 砂防課 石川 岳志 096-333-2553 096-387-2380

大分県 土木建築部 砂防課 秋吉 大輔 097-506-4636 097-506-1777

宮崎県 県土整備部 砂防課 松山 重保 0985-26-7187 0985-28-9981

鹿児島県 土木部 砂防課 篠原 絵美 099-286-3616 099-286-5627

沖縄県 土木建築部 海岸防災課 大田 為倫 098-866-2410 098-860-3164

令和元年「土砂災害・全国防災訓練 ～普段の備えが、命を守る～」
各都道府県の問い合わせ先


