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1 開発局 北海道札幌市 江崎  國夫 えざき　くにお 河川・砂防・地すべり

2 開発局 北海道札幌市 芳賀  敏二 はが　としじ 河川・砂防・ダム

3 開発局 北海道帯広市 紅葉　克也 もみじ　かつや 河川・海岸

4 開発局 北海道札幌市 大塚 正登志 おおつか　まさとし 河川

5 開発局 北海道札幌市 鈴木　俊行 すずき　としゆき 河川

6 開発局 北海道札幌市 川 村   治 かわむら　おさむ 河川・砂防・地すべり

7 開発局 北海道札幌市 遠藤 友志郎 えんどう　ともしろう 河川･砂防・地すべり

8 開発局 北海道札幌市 関　　新次 せき　しんじ 河川・海岸

9 北海道 北海道札幌市 井 脇    晃 いわき　あきら 河川

10 北海道 北海道札幌市 中里　一郎 なかざと　いちろう 河川

11 北海道 北海道北広島市 森本　隆彦 もりもと　たかひこ 砂防、地すべり

12 北海道 北海道江別市 宇佐美　光宏 うさみ　みつひろ 河川

13 北海道 北海道札幌市 小野寺　純一 おのでら　じゅんいち 河川、道路、海岸

14 北海道 北海道札幌市 喜多　博志 きた　ひろし 河川、砂防、地すべり

15 東　北 宮城県仙台市 菅原　政一 すがわら　まさいち 河川

16 東　北 宮城県古川市 沼尾　康男 ぬまお　やすお
河川・砂防・地すべり

ダム・海岸

17 東　北 宮城県仙台市 金 内  　剛 かなうち　つよし 河川・地すべり・ダム

18 東　北 宮城県仙台市 武田　弘衛 たけだ　ひろえ 道路

19 東　北 宮城県仙台市 島田　昭一 しまだ　しょういち 河川・ダム

20 東　北 宮城県仙台市 大利　泰宏 おおり　やすひろ 河川・道路

21 東　北 宮城県仙台市 遠藤　眞一 えんどう　しんいち 河川・ダム・海岸

22 東　北 宮城県大崎市 佐々木一夫 ささき　かずお 道路

23 東　北 山形県山形市 佐藤　　清 さとう　きよし 河川･砂防･地すべり･道路

24 東　北 山形県山形市 寺舘　和夫 てらだて　かずお 道路

25 東　北 山形県新庄市 山科　勝嗣 やましな　かつし 河川･砂防･地すべり･海岸

26 青森県 青森県青森市 有馬　琢足 ありま　たくみつ 河川・砂防

27 青森県 青森県五所川原市 長内　繁信 おさない　しげのぶ 河川・砂防

28 青森県 青森県青森市 今 　 勝 徳 こん　かつのり 河川・砂防

29 青森県 青森県青森市 工藤　 繁明 くどう　しげあき 河川・海岸・港湾

30 青森県 青森県弘前市 小田桐　勝則 おだぎり　かつのり 河川・砂防・道路

31 岩手県 岩手県雫石町 庄司 六十四 しょうじ　むつとし 砂防・地すべり

32 岩手県 岩手県奥州市 菊池　光雄 きくち　みつお 河川・砂防・地すべり

33 岩手県 岩手県滝沢村 豊島　和美 とよしま　かずみ 河川・ダム・道路

34 岩手県 岩手県紫波町 及川　和男 おいかわ　かずお
河川・砂防・地すべり

ダム・道路・海岸・橋梁

35 岩手県 岩手県北上市 津嶋　勇榮 つしま　ゆうえい
河川・砂防・地すべり

ダム・道路・海岸・橋梁

36 岩手県 岩手県盛岡市 野中　　聡 のなか　さとし 河川・砂防・地すべり・海岸

37 宮城県 宮城県仙台市 伊澤　武仁 いざわ　たけひと 河川・砂防・ダム

38 宮城県 宮城県仙台市 相澤　嘉知 あいざわ　よしとも 道路

39 宮城県 宮城県仙台市 千葉　光敏 ちば　みつとし 河川

40 宮城県 宮城県栗原市 狩野　　 力 かりの　ちから 道路

41 宮城県 宮城県大崎市 門脇　和善 かどわき　かずよし 河川・砂防・地すべり

42 宮城県 宮城県利府町 佐藤　　 久 さとう　ひさし 道路・海岸・港湾

43 宮城県 宮城県仙台市 石澤　秀春 いしざわ　ひではる 河川・海岸

44 宮城県 宮城県大崎市 伊藤　多寿次 いとう　たつじ 河川・道路・海岸

45 宮城県 宮城県大崎市 渡辺　和夫 わたなべ　かずお 道路

46 秋田県 秋田県秋田市　 浅利　清賢 あさり　きよかた 河川・砂防・ダム・海岸

47 秋田県 秋田県秋田市　 宇佐美　義光 うさみ　よしみつ 河川・砂防・地すべり

48 秋田県 秋田県秋田市　 菅原　俊幸 すがわら　としゆき 河川・砂防・地すべり

49 山形県 山形県西置賜郡白鷹町 小松　喜巳男 こまつ　きみお 河川・砂防・道路地すべりなど

50 山形県 山形県山形市 吉田　郁夫 よしだ　いくお 河川・砂防・道路地すべりなど

51 福島県 福島県福島市 平井　良一 ひらい　りょういち 河川・砂防・道路・海岸

52 福島県 福島県福島市 渡辺　宏喜 わたなべ　ひろき 河川・砂防・地すべり・道路・海岸

53 福島県 福島県二本松市 大内　文男 おおうち　ふみお 河川・砂防・地すべり

54 福島県 宮城県白石市 佐竹　　勝 さたけ　まさる 河川

55 福島県 福島県会津若松市 芳賀　修二 はが　しゅうじ 河川・道路

北海道

東　北

「災害復旧技術専門家登録者名簿」　
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56 関　東 東京都北区 後藤  凌志 ごとう　りょうし 河川

57 関　東 埼玉県さいたま市 齋 藤    源 さいとう　げん 河川・地すべり・ダム

58 関　東 埼玉県さいたま市 下 野    均 しもの　ひとし 河川・砂防・海岸

59 関　東 神奈川県藤沢市 村松  正明 むらまつ　まさあき 河川・砂防

60 関　東 栃木県藤岡町 赤羽  忠志 あかはね　ただし 河川

61 関　東 神奈川県横浜市 金 澤    功 かなざわ　いさお 河川・海岸

62 関　東 栃木県野木町 戸谷  英雄 とや　ひでお 河川

63 関　東 埼玉県東松山市 宮田  信一 みやた　しんいち 河川・ダム

64 関　東 茨城県五霞町 小 林 　 豊 こばやし　ゆたか 河川

65 関　東 埼玉県狭山市 森山  英一 もりやま　えいいち 河川・ダム

66 関　東 栃木県足利市 白井  勝二 しらい　かつじ 河川

67 関　東 茨城県笠間市 田山  成一 たやま　せいいち 河川・海岸

68 関　東 埼玉県さいたま市 富田  和久 とみた　かずひさ 河川・海岸

69 関　東 埼玉県川口市 藤井  隆一 ふじい　りゅういち 河川

70 関　東 埼玉県上尾市 石 島　　威 いしじま　たけし 河川

71 関　東 埼玉県久喜市 竹内　清文 たけうち　きよふみ 河川

72 関　東 千葉県千葉市 鮫島 　  寛 さめしま　ひろし 道路

73 関　東 埼玉県上尾市 福吉   孝雄 ふくよし　たかお 道路

74 関　東 埼玉県さいたま市 和田   祐二 わだ　ゆうじ 道路

75 関　東 埼玉県春日部市 大日方 尚巳 おびなた　なおみ 道路

76 関　東 千葉県松戸市 田上   澄雄 たのうえ　すみお
河川･砂防・地すべり

道路･海岸

77 関　東 千葉県習志野市 佐藤　睦雄 さとう　むつお 道路

78 関　東 千葉県松戸市 川端　道雄 かわばた　みちお 道路

79 関　東 千葉県野田市 矢花　　昇 やばな　のぼる 道路

80 茨城県 茨城県結城市 小池  邦雄 こいけ　くにお 河川・道路

81 茨城県 茨城県東茨城郡城里町 安藤　　強 あんどう　つとむ 河川・砂防

82 茨城県 茨城県常陸大宮市 海老根　隆 えびね　たかし 河川・砂防・地すべり

83 栃木県 栃木県高根沢町 篠 江　  惇 しのえ　つとむ 河川・砂防

84 栃木県 栃木県宇都宮市 河野  廣實 こうの　ひろみ 河川

85 栃木県 栃木県那須烏山市 増子　四郎 ましこ　しろう 河川・砂防・地すべり

86 栃木県 栃木県宇都宮市 田﨑　勝巳 たさき　かつみ 河川・砂防・地すべり

87 栃木県 栃木県宇都宮市 大塚　光雄 おおつか　みつお 河川・砂防・地すべり

88 栃木県 栃木県那須塩原市 福田   一郎 ふくだ　いちろう 河川

89 栃木県 栃木県宇都宮市 久保　　章 くぼ　あきら 河川

90 栃木県 栃木県真岡市 細島　通夫 ほそしま　みちお 河川

91 栃木県 栃木県真岡市 見目　正明 けんもく　まさあき 河川

92 群馬県 群馬県伊勢崎市 重田   佳伸 しげた　よしのぶ 河川･ダム

93 群馬県 群馬県前橋市 佐藤  則夫 さとう　のりお 河川・道路

94 千葉県 千葉県白子町 大矢  忠一 おおや　ただかず 河川

95 千葉県 千葉県船橋市 松尾　弘道 まつお　ひろみち 河川・砂防・地すべり・海岸

96 千葉県 千葉県市川市 青木　髙臣 あおき　たかおみ 河川

97 千葉県 千葉県長生郡長柄町 鶴岡　春美 つるおか　はるみ 河川・砂防・地すべり・海岸

98 千葉県 千葉県千葉市 宝地　兼次 ほうち　かねつぎ 河川・砂防・地すべり・海岸

99 埼玉県 埼玉県熊谷市 篠塚　正行 しのづか　まさゆき 河川・砂防・地すべり

100 埼玉県 埼玉県久喜市 大野　康夫 おおの　やすお 河川、砂防。地すべり、ダム、道路

101 神奈川県 神奈川県厚木市 村上  隆博 むらかみ　たかひろ 河川・砂防・地すべり

102 神奈川県 神奈川県横浜市 網倉　　孝 あみくら　たかし 河川・砂防・地すべり

103 山梨県 山梨県甲府市 古屋　良夫 ふるや　よしお 河川・砂防・地すべり

104 山梨県 山梨県甲府市 宮田   文夫 みやた　ふみお 道路

105 長野県 長野県松本市 小 川    健 おがわ　たけし 河川・砂防・ダム・道路

106 長野県 長野県筑北村 桐澤善三郎 きりさわ　ぜんざぶろう 河川・砂防・地すべり・道路

107 長野県 長野県上田市 増澤  孝徳 ますざわ　こうとく 河川・砂防・地すべり・道路

108 長野県 長野県長野市 青木　　勉 あおき　つとむ 砂防・地すべり

関　東
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109 北　陸 新潟県新潟市 皆本　重雄 みなもと　しげお 河川

110 北　陸 新潟県新潟市 目黒   信雄 めぐろ　のぶお 河川･ダム

111 北　陸 新潟県新潟市 平田   五男 ひらた　いつお 道路

112 北　陸 新潟県上越市 上原　信司 うえはら　しんじ 河川・砂防・地すべり

113 北　陸 富山県富山市 野田　　猛 のだ　たけし 河川・砂防・地すべり

114 北　陸 石川県金沢市 東川　　敏 ひがしがわ　さとし 河川・砂防・地すべり・道路・海岸

115 北　陸 石川県金沢市 古川　正幸 ふるかわ　まさゆき 河川・砂防・地すべり・急傾斜地

116 新潟県 新潟県上越市 平野   幸生 ひらの　ゆきお 河川･砂防・地すべり･海岸

117 新潟県 新潟県南魚沼市 中澤   淳一 なかざわ　じゅんいち 河川･道路

118 新潟県 新潟県新潟市 星野　　敏 ほしの　さとし 河川・道路

119 新潟県 新潟県上越市 歌川　　実 うたがわ　みのる 河川・砂防

120 石川県 石川県野々市市 出村　菊雄 でむら　きくお 砂防・地すべり

121 石川県 石川県能美郡川北町 原田　吉和 はら　よしかず 河川、砂防、海岸

122 富山県 富山県射水市 荒 木  　甫 あらき　はじめ 河川・ダム・海岸

123 富山県 富山県小矢部市 蟹 谷  　満 かにたに　みつる 河川・砂防・地すべり

124 富山県 富山県富山市 石崎   信夫 いしざき　のぶお 砂防・地すべりり

125 中　部 愛知県名古屋市 原    一 儀 はら　かずよし
河川・砂防・地すべり・ダム

道路・海岸

126 中　部 愛知県名古屋市 片岡　賢一 かたおか　けんいち 河川・砂防

127 中　部 静岡県島田市 菊井   幹男 きくい　みきお 河川、ダム

128 中　部 愛知県名古屋市 川西   光照 かわにし　みつてる 道路

129 中　部 愛知県名古屋市 西川   友幸 にしかわ　ともゆき
河川･砂防・地滑すべり

ダム･道路･海岸

130 中　部 岐阜県関市 渡辺   光吉 わたなべ　こうきち 道路

131 中　部 愛知県名古屋市 高橋　洋一 たかはし　よういち
河川･砂防・地滑すべり・

ダム･道路･海岸

132 岐阜県 岐阜県大垣市 岩田   信昭 いわた　のぶあき 河川･砂防・地すべり･道路

133 岐阜県 岐阜県中津川市 小川　泉 おがわ　いずみ 河川

134 静岡県 静岡県袋井市 鈴木  忠彦 すずき　ただひこ 河川・海岸

135 静岡県 静岡県静岡市 神 山　  康 かみやま　やすし
河川・道路・橋梁下部基礎工

トンネル

136 静岡県 静岡県島田市 大橋   　強 おおはし　つよし 河川

137 愛知県 愛知県春日井市 多田　哲也 ただ　てつや 河川・砂防・地すべり

138 愛知県 愛知県西尾市 本多　重幸 ほんだ　しげゆき 河川

139 三重県 三重県津市 渡辺　高司 わたなべ　たかし 河川・道路

140 三重県 三重県松坂市 栢　　一史 かや　ひとし 河川・道路

141 近　畿 大阪府枚方市 西尾  新治 にしお　しんじ
河川・砂防・地すべり

ダム・道路・海岸

142 近　畿 兵庫県姫路市 藤本　幸夫 ふじもと　ゆきお 道路

143 近　畿 大阪府堺市 西村　安裕 にしむら　やすひろ 河川・砂防

144 近　畿 京都府宇治市 西嶋　孝治 にしじま　こうじ 河川・砂防・地すべり・ダム

145 福井県 福井県越前市 川端  武志 かわばた　たけし 河川・砂防・地すべり・道路

146 福井県 福井県福井市 清 水  　眞 しみず　まこと
河川・砂防・地すべり

・道路・海岸

147 福井県 福井県坂井市 酒井　秀世 さかい　ひでよ 河川・砂防・地すべり・海岸

148 滋賀県 滋賀県甲賀市 田中　健晴 たなか　たけはる 河川・砂防

149 滋賀県 滋賀県大津市 中谷　惠剛 なかたに　けいごう 河川・砂防・道路

150 滋賀県 滋賀県大津市 橋本　重一 はしもと　しげかず 河川

151 京都俯 京都市京丹後市 東井　裕純 あずまい　ひろすみ 河川・海岸

152 京都府 京都府宇治市 岩田  　 修 いわた　おさむ 河川･砂防･道路

153 兵庫県 兵庫県姫路市 井 口　  務 いぐち　つとむ 道路

154 兵庫県 兵庫県姫路市 田渕　哲也 たぶち　てつや 河川・道路

155 兵庫県 兵庫県播磨町 王 子 　 収 おうじ　おさむ 河川・道路

156 兵庫県 兵庫県神戸市 初田   一三 はつた　かずみ 河川･砂防･道路

157 奈良県 奈良県明日香村 井上　和彦 いのうえ　かずひこ 道路

158 奈良県 奈良県葛城市 吉村　輝一 よしむら　てるかず 河川・道路

159 奈良県 奈良県大和郡山市 谷口　房一 たにぐち　ふさかず 砂防・地すべり

160 奈良県 奈良県奈良市 村松　清三 むらまつ　せいぞう 河川・道路

161 和歌山県 和歌山県上富田町 中 村　　肇 なかむら　はじむ 河川

162 和歌山県 和歌山県和歌山市 北畑   路明 きたはた　みちあき 砂防・地すべり

北　陸

中　部

近畿
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163 中　国 広島県広島市 髙倉 寅喜 たかくら　とらき 河川・道路

164 中　国 鳥取県倉吉市 茅原　伸喜 かやはら　のぶよし 河川・ダム

165 中　国 島根県津和野町 水 津　　功 すいづ　いさお 道路

166 中　国 広島県広島市 若槻   幹穂 わかつき　みきほ 道路

167 鳥取県 鳥取県鳥取市 宮前   和憲 みやまえ　かずのり 砂防・地すべり

168 鳥取県 鳥取県鳥取市 谷口   　勲 たにぐち　いさお 河川･砂防･道路

169 鳥取県 鳥取県湯梨浜町 水野   　彰 みずの　あきら 河川･砂防･ダム･道路

170 鳥取県 鳥取県南部町 仲田  和男 なかだ　かずお 河川

171 鳥取県 鳥取県米子市 斉木  　聖 さいき　しょう 河川･砂防･海岸

172 鳥取県 鳥取県倉吉市 山田　和成 やまだ　かずなり 河川・砂防・地すべり・道路・海岸

173 鳥取県 鳥取県鳥取市 赤川　　定 あかがわ　さだむ 河川・砂防・地すべり・道路

174 島根県 島根県松江市 塚本　隆富 つかもと　たかとみ
河川・砂防・地すべり

ダム・海岸

175 島根県 島根県出雲市 櫻　　隆 之 さくら　たかゆき 河川・砂防・地すべり・道路

176 島根県 島根県松江市 横田　悦治 よこた　よしはる 河川・砂防

177 島根県 島根県松江市 宮川　　治 みやがわ　おさむ 河川・道路

178 島根県 島根県江津市 別所　満久 べっしょ　みつひさ 河川・砂防・地すべり

179 島根県 島根県松江市 滝本　孝志 たきもと　たかし 河川・ダム・海岸

180 島根県 島根県浜田市 齋藤　一文 さいとう　かずふみ 河川・砂防・地すべり・道路

181 岡山県 岡山県赤磐市 定森　幸久 さだもり　ゆきひさ 河川・砂防

182 岡山県 岡山県岡山市 清 水  　満 しみず　みつる 河川・砂防・道路・海岸

183 岡山県 岡山県岡山市 菊 井 　 一 きくい　はじめ 河川・砂防

184 岡山県 岡山県岡山市 廣澤　正次 ひろさわ　まさつぐ 河川・砂防・道路

185 岡山県 岡山県倉敷市 古埜　雅士 こやの　まさし 河川・道路

186 岡山県 岡山県岡山市 早瀬　　稔 はやせ　みのる 河川・道路・トンネル

187 岡山県 岡山県岡山市 武市　孝夫 たけいち　たかお 河川・砂防地すべり

188 岡山県 岡山県岡山市 川上　龍己 かわかみ　たつみ 河川

189 岡山県 岡山県岡山市 吉永　知弘 よしなが　ともひろ 河川・砂防地すべり・道路

190 岡山県 岡山県津山市 坂藤　浩造 さかとう　こうぞう 河川

191 広島県 広島県東広島市 中村　和彦 なかむら　かずひこ 道路・海岸

192 広島県 広島県広島市 余川　順三 よかわ　じゅんぞう 河川・道路

193 広島県 広島県福山市 信岡　利和 のぶおか　としかず 河川・ダム

194 広島県 広島県東広島市 奥田　哲由 おくだ　てつよし 河川・道路

195 広島県 広島県広島市 松重　正則 まつしま　まさのり 河川・砂防・地すべり

196 広島県 広島県広島市 佐々木和明 ささき　かずあき 河川・ダム

197 山口県 山口県下松市 小原　昌作 こはら　しょうさく 河川・砂防・地すべり

198 山口県 山口県山口市 因幡　雄起 いなば　ゆうき 河川・砂防・地すべり・道路・海岸

199 山口県 山口県山口市 市河　利文 いちかわ　としふみ 河川・砂防・地すべり・道路

200 山口県 山口県山口市 坂元　久夫 さかもと　ひさお 河川・砂防・地すべり・道路

201 四　国 香川県さぬき市 松本　一珠 まつもと　かつじゅ 河川・ダム

202 四　国 香川県高松市 長瀬　秀雄 ながせ　ひでお 道路

203 四　国 香川県高松市 工藤　建夫 くどう　たてお 河川・ダム

204 四　国 香川県三木町 小野　重充 おの　しげみつ 河川・砂防・ダム

205 四　国 愛媛県砥部町 藤堂   卓英 とうどう　たかひで 道路

206 四　国 香川県高松市 川崎   末和 かわさき　すえかず 道路

207 四　国 香川県高松市 大谷　博信 おおたに　ひろのぶ 河川

208 四　国 香川県多度津町 山地　秀樹 やまじ　ひでき 河川･ダム

209 四　国 香川県高松市 川田　昭彦 かわだ　あきひこ 道路

210 四　国 徳島県東みよし町 鈴木　　清 すずき　きよし 道路

211 四　国 香川県高松市 冨野　泰三 とみの　たいぞう 道路

212 四　国 香川県高松市 柳瀬　晴朗 やなのせ　せいろう 道路

213 四　国 愛媛県松山市 岡崎　健二 おかざき　けんじ 河川

214 四　国 香川県さぬき市 梶　　久夫 かじ　ひさお 道路

215 四　国 愛媛県宇和島市 清家　基哉 せいけ　もとや 道路

216 四　国 香川県高松市 高井　孝明 たかい　たかあき 河川・ダム

217 四　国 香川県観音寺市 藤川　昌幸 ふじかわ　まさゆき 河川・道路

218 四　国 香川県高松市 藤山　　究 ふじやま　きわむ 河川・ダム・道路

219 徳島県 徳島県那賀町 阿部　憲二 あべ　けんじ 河川・道路

220 徳島県 徳島県徳島市 豊 桑     徹 とよくわ　とおる 砂防・地すべり

221 徳島県 徳島県阿波市 林  　太 郎 はやし　たろう 河川・砂防・地すべり・道路

222 香川県 香川県善通寺市 竹地　 　保 たけち　たもつ 河川・砂防・地すべり

223 香川県 香川県高松市 田村　寛司 たむら　かんじ 河川・ダム

224 香川県 香川県坂出市 尼子　　進 あまこ　すすむ 河川・道路

225 香川県 香川県高松市 阿部　孝雄 あべ　たかお 河川・砂防

226 愛媛県 愛媛県松山市 八塚　眞喜雄 やつづか　まきお 河川

227 愛媛県 愛媛県松山市 松森　幹夫 まつもり　みきお 河川・砂防・地すべり・海岸

228 高知県 高知県佐川町 平 松     順 ひらまつ　じゅん 河川・砂防・地すべり・ダム

229 高知県 高知県土佐市 野村　満雄 のむら　みつお 河川・道路・海岸

中　国

四　国
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230 九　州 福岡県福岡市 増元  四郎 ますもと　しろう 河川・砂防・ダム・道路・海岸

231 九　州 熊本県熊本市 増田　暁範 ますだ　あきのり 河川・ダム

232 九　州 佐賀県鳥栖市 中島　一見 なかしま　かずみ 道路

233 九　州 福岡県朝倉郡筑前町 後藤　信孝 ごとう　のぶたか
河川･砂防･地すべり

ダム･道路･海岸

234 九　州 福岡県福岡市 下山　道秋 さがやま　みちあき 道路

235 九　州 福岡県糸島市 末吉　秀幸 すえよし　ひでゆき 道路、橋梁

236 福岡県 福岡県筑後市 久良木敏彦 きゅうらぎ　としひこ 道路

237 福岡県 福岡県筑後市 竹下　憲治 たけした　けんじ 河川・道路・海岸

238 福岡県 福岡県久留米市 永田　和彦 ながた　かずひこ 河川・地すべり・道路

239 福岡県 福岡県三潴郡大木町 廣松  　 誠 ひろまつ　まこと 河川・道路

240 福岡県 福岡県久留米市 堤　   晴夫 つつみ　はるお 河川・ダム

241 福岡県 福岡県福津市 岩田　義孝 いわた　よしたか 河川･砂防、地すべり

242 佐賀県 佐賀県小城市 水田　俊二 みずた　しゅんじ 河川・砂防・ダム

243 佐賀県 佐賀県三養基郡みやき町 前山　利雄 まえやま　としお 河川

244 佐賀県 佐賀県佐賀市 西岡　武則 にしおか　たけのり 河川

245 佐賀県 佐賀県小城市 遠田　勝美 とうだ　かつみ 河川

246 佐賀県 佐賀県多久市 川原　　明 かわはら　あきら 砂防、地すべり、道路

247 佐賀県 佐賀県鳥栖市 原　　澄男 はら　すみお 河川、砂防、地すべり

248 長崎県 長崎県諫早市 山下　泰博 やました　やすひろ 河川・砂防・道路・海岸

249 長崎県 長崎県大村市 松本　一彦 まつもと　かずひこ 河川・砂防・ダム・海岸

250 長崎県 長崎県佐世保市 川下　茂樹 かわした　しげき 河川・砂防・地すべり

251 長崎県 長崎県長崎市 野田　正彦 のだ　まさひこ 河川・砂防

252 長崎県 長崎県佐世保市 滝川　公一 たきがわ　こういち 河川・砂防

253 長崎県 長崎県西彼杵郡時津町 福田　友久 ふくだ　ともひさ 河川・砂防・地すべり・海岸

254 熊本県 熊本県玉名市 萩尾　正明 はぎお　まさあき 河川・道路・海岸

255 熊本県 熊本県熊本市 田 口 　 覺 たぐち　さとる 河川・砂防・地すべり・道路

256 熊本県 熊本県菊池郡菊陽町 宇藤   信幸 うとう　のぶゆき 河川・砂防・地すべり・道路

257 熊本県 熊本県阿蘇郡高森町 山本   重信 やまもと　しげのぶ 道路･海岸

258 熊本県 熊本県八代市 山本 　   幸 やまもと　みゆき 河川･道路･海岸

259 大分県 大分県大分市 河室　雄幸 かわむろ　ゆうこう 河川・砂防・地すべり

260 大分県 大分県中津市 安田　栄一 やすだ　えいいち 河川・砂防・地すべり・道路

261 大分県 大分県大分市 奈須   宏二 なす　こうじ 河川

262 宮崎県 宮崎県宮崎市 飛松　國輝 とびまつ　くにてる 河川・砂防

263 宮崎県 宮崎県宮崎市 井上　康志 いのうえ　やすし 河川・道路

264 宮崎県 宮崎県都城市 坂元宗一郎 さかもと　そういちろう 道路

265 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 牟田神宗征 むたがみ　むねゆき 河川・海岸

266 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 前原　幸夫 まえはら　ゆきお 砂防・地すべり

267 鹿児島県 鹿児島県姶良市 中村　俊一 なかむら　しゅんいち 河川・砂防・海岸

268 鹿児島県 鹿児島県日置市 塩屋　慶和 しおや　よしかず 砂防・地すべり

269 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 脇田　政一 わきた　まさかず 河川・海岸

270 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 髙山　祥治 たかやま　しょうじ 河川

271 鹿児島県 鹿児島県日置市 福元　幸一 ふくもと　こういち 河川・海岸

272 鹿児島県 鹿児島県日置市 永井　利正 ながい　としまさ 砂防・地すべり・道路

273 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 種子島時邦 たねがしま　ときくに 河川・砂防・地すべり・道路

274 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 木下　薩男 きした　さつお 河川・砂防・地すべり・ダム

275 鹿児島県 鹿児島県姶良市 奈良  博昭 なら　ひろあき 砂防・地すべり

276 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 福元    純二 ふくもと　じゅんじ 砂防・地すべり

277 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 上野    　徹 うえの　とおる 河川･砂防･道路･海岸

278 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 岩下   　 健 いわした　けん 砂防・地すべり･道路

279 鹿児島県 鹿児島県日置市 宇都　博美 うと　ひろみ 河川

280 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 岡積　　登 おかづみ　のぼる 河川・砂防・道路地すべり・ダム

281 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 濵田　俊二 はまだ　しゅんじ 河川・砂防・地すべり

282 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 山元　勝男 やまもと　かつお 河川・砂防・地すべり・海岸

283 鹿児島県 鹿児島県姶良市 若松　秀一 わかまつ　ひでかず 道路

284 沖縄 沖縄県宜野湾市 比嘉　　肇 ひが　はじめ ダム・道路

285 沖縄県 沖縄県浦添市 豊元  實正 とよもと　さねまさ
河川・砂防・地すべり

ダム・道路・海岸

沖　縄

九　州


