
登録者数 114名 （平成30年9月26日現在）

1 星　  喜友 ほし　よしとも 実地指導・水防工法・急流河川・低地河川 北海道内

2 出蔵　  諭 でぐら　さとし 実地指導・水防工法・急流河川・低地河川 北海道内

3 佐藤　明正 さとう　あきまさ 実地指導・水防工法・急流河川・低地河川 北海道内

4 葛西　正喜 かさい　まさき 実地指導・水防工法・急流河川・低地河川 北海道内

5 嶋﨑　正美 しまざき　まさみ 実地指導・水防工法・低地河川 北海道内

6 後藤　定輝 ごとう　さだてる 実地指導・水防工法・急流河川 北海道内

7 酒田　清幸 さかた　きよゆき 実地指導・水防工法・急流河川 北海道内

8 石澤　　寛 いしざわ　ゆたか 水防体制 北海道内（石狩川流域・天塩川流域）

9 平野　正則 ひらの　まさのり 講演・水防工法 北海道内（十勝管内）

1 葛西 喜美雄 かさい　きみお 実地指導・水防工法 青森県内

2 三浦　恵一 みうら　けいいち 実地指導・水防工法 青森県内(津軽地方）

3 曽根　昭夫 そね　あきお 実地指導・講演・水防工法・水防体制 主に宮城県内（東北地方整備局管内は可能）

4 佐々木　護 ささき　まもる 実地指導・水防工法・急流河川 秋田県内

5 浦部　康悦 うらべ　こうえつ 実地指導・水防工法 秋田県内

6 加賀谷富二 かがや　とみじ 実地指導・水防工法 秋田県内（中央・県南地区）

7 山﨑　道男 やまざき　みちお 実地指導・水防工法 秋田県内（県南地区）

8 黒沢　宇一 くろさわ　ういち 実地指導・水防工法 秋田県内（県南地区）

9 高橋　富男 たかはし　とみお 水防工法 秋田県内（湯沢・雄勝地域）

10 奥山　清一 おくやま　せいいち 実地指導・水防工法・急流河川 秋田県内（あるいは東北地方）

11 館ヶ沢 正志 たてがさわ　まさし 実地指導・水防工法・急流河川・低地河川
秋田県内（雄物川下流・子吉川）
青森県内(県南地方）

12 菅原　信雄 すがわら　のぶお 実地指導・水防工法・急流河川・低地河川 秋田県内（内容によっては東北全域も可）

13 早坂　正雄 はやさか　まさお 実地指導・水防工法 東北管内（主に山形県内）

14 佐藤　  努 さとう　つとむ 水防工法・水防体制・低地河川 山形県内

15 三浦　　剛 みうら　たけし 水防工法・水防体制・急流河川 福島県内

16 宍戸　勝志 ししど　かつし 実地指導・水防工法・水防体制 福島県内

17 斎藤　洋一 さいとう　よういち 水防工法・水防体制 福島県内

18 中沢　重一 なかざわ　しげかず 水防工法・水防体制・急流河川 福島県内

1 上岡　勝治 かみおか　かつじ 実地指導・水防工法 栃木県南西部

2 茂木  　弘 もてぎ　ひろし 実地指導・講演・水防工法・低地河川 埼玉県内及び近県

3 関根　利勝 せきね　としかつ 水防工法・急流河川 埼玉県北西部

4 白石　  明 しらいし　あきら 水防工法 千葉県内

5 鈴木　　薫 すずき　かおる 水防工法 千葉県・茨城県・東京都
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6 杉田　昭一 すぎた　しょういち 水防工法 千葉県・茨城県・東京都

7 中村　信明 なかむら　のぶあき 実地指導・水防工法 山梨県内及び近県

8 芦沢　義仁 あしざわ　よしひと 実地指導・水防工法 山梨県内及び近県

9 天野　久一 あまの　ひさかず 実地指導・水防工法 山梨県内及び近県

10 河野　俊彦 こうの　としひこ 実地指導・水防工法 山梨県内及び近県

11 有泉　　昇 ありいずみ　のぼる 実地指導・水防工法 富士川水系（主に山梨県内）

1 植木　英仁 うえき　ひでひと 実地指導・水防工法・水防体制 新潟県内（中越地方）

2 本田  　武 ほんだ　たけし 水防工法・急流河川 石川県内

3 井上  　明 いのうえ　あきら 水防工法・急流河川 石川県内

4 藤田  　明 ふじた　あきら 実地指導・講演・水防体制・急流河川・低地河川 新潟県・富山県

5 高島　潤一 たかしま　じゅんいち 実地指導・水防工法・水防体制 富山県内

6 中里　　豊 なかさと　ゆたか 実地指導･水防工法 長野県佐久地方

7 高柳　秀樹 たかやなぎ　ひでき 実地指導･水防工法 長野県佐久地方

8 水間　道行 みずま　みちゆき 実地指導･水防工法 長野県佐久地方

9 矢澤　勝美 やざわ　かつみ 実地指導･水防工法 長野県下伊那地域

10 武居　英文 たけい　ひでふみ 水防工法 長野県大北地域、安曇野地域

11 鈴木　隆三 すずき　りゅうぞう 実地指導・水防工法 福島県内

12 佐竹　　勝 さたけ　まさる 実地指導・水防工法 福島県内

13 芦野　英明 あしの　ひであき 水防工法・水防体制 福島県内

14 桶田　隆司 おけだ　たかし 実地指導・水防工法 福島県内

15 宍戸　　勤 ししど　つとむ 実地指導・水防工法 福島県内

16 近内　　剛 こんない　たけし 実地指導・水防工法 福島県内

17 河合　利広 かわい　としひろ 実地指導・水防工法 福島県内

18 河村　忠次 かわむら　ちゅうじ 実地指導・水防工法、急流河川 富山県内

19 高橋　利雄 たかはし　としお 実地指導・水防工法、急流河川 福島県阿賀川流域（会津地域）

1 柗永　正光 まつなが　まさみつ 実地指導・講演・水防工法 大阪府内

2 福井　   保 ふくい　たもつ 実地指導・水防工法・低地河川 兵庫県内

3 谷田登志晴 たにだとしはる 実地指導、水防工法、水防体制 兵庫県内

4 岩崎　好生 いわさき　よしお 実地指導・水防工法・水防体制 和歌山県内

1 永田　瑞穂 ながた　みずほ 水防工法・急流河川・低地河川 鳥取県内

2 米田　明徳 よねだ　あきのり 水防工法 鳥取県内

3 福田　洲夫 ふくだ　くにお 水防体制 鳥取県内

4 山本　　 広 やまもと　ひろし 水防工法、水防体制、低地河川 鳥取県東部（千代川流域）

5 増田　廣利 ますだ　ひろとし
実地指導、水防工法、水防体制、急流河川、低地
河川

鳥取県内
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6 朝倉　嘉雄 あさくら　よしお 水防工法、水防体制 鳥取県東部地域

7 茅原　伸喜 かやはら　のぶよし 水防体制 鳥取県内

8 江角　俊明 えずみ　としあき 水防工法・水防体制・低地河川 島根県内

9 大輝　　勝 おおてる　まさる 水防工法・水防体制 島根県内

10 西村　　明 にしむら　あきら 水防工法・その他河川計画及び設計・水量計算 島根県内

11 土江　秀治 つちえ　ひではる 水防体制 島根県内

12 金山　義延 かなやま　よしのぶ 水防体制 島根県内

13 木下　善雄 きのした　よしお 実地指導・低地河川 岡山県岡山市・倉敷市

14 横部　幸裕 よこべ　ゆきひろ 水防体制 岡山県内

15 本多　卓志 ほんだ　たくし 水防体制 岡山県内

16 小坂田　堅 おさかだ　かたし 実地指導、水防工法
岡山県内（吉井川流域、旭川流域、高梁川流
域）

17 山本　正司 やまもと　しょうじ 講演、水防体制 岡山県内（吉井川、旭川、高梁川）

18 大木　孝志 おおき　たかし 水防体制 岡山県内（吉井川、旭川、高梁川）

19 三輪　雅夫 みわ　まさお 水防工法 岡山県内

20 太田　友裕 おおた　ともひろ 水防体制 岡山県内

21 井上　宏司 いのうえ　ひろし 実地指導・水防工法・水防体制・低地河川 広島県内

22 上橋　　 昇 うえはし　のぼる 水防工法、水防体制 広島県内

23 植田　光明 うえだ　みつあき 水防工法、水防体制 広島県内

24 岸本　芳雄 きしもと　よしお 水防工法、水防体制 広島県内

25 山田　啓一 やまだ　けいいち 堤防・護岸被災復旧対応訓練 広島県内

26 嶋谷　昌次 しまたに　まさつぐ 講演、水防体制 山口県内

27 津村　信昌 つむら　のぶまさ 水防工法 山口県内

28 嘉村　孝幸 かむら　たかゆき 水防体制 山口県内

1 三好　規雄 みよし　のりお 実地指導・水防工法 香川県内(土器川）

2 三谷　　健 みたに　たけし 実地指導・水防工法・急流河川 香川県内

3 岡田　周三 おかだ　しゅうぞう 実地指導・水防工法・急流河川・低地河川 愛媛県内

4 武智　 進 たけち　すすむ 実地指導・水防工法・水防体制 愛媛県内

5 三橋  守 みつはし　まもる 実地指導・水防工法 吉野川沿川

6 阿部　正利 あべ　まさとし 実地指導・水防工法・急流河川・低地河川 徳島県南地方

7 高﨑　信三 たかさき　しんぞう 実地指導・水防工法 徳島県内

8 田村　猛 たむら　たけし 水防工法・低地河川 徳島県阿南地方

9 武市　寛 たけいち　ゆたか 実地指導・水防工法・低地河川 徳島県及び香川県内

10 山本　邦一 やまもと　くにいち 実地指導・講演・水防工法・急流河川 四国地方整備局管内、徳島県内

中国

四  国



得意分野 活動希望地域ブロック No. 氏 名 ふりがな

11 田村　嘉範 たむら　よしのり その他（水防活動とダム管理に関する事項） 高知県中部地域

12 古屋　賢二 ふるや　けんじ 実地指導・水防工法 高知県内

13 岡﨑　健一郎 おかざき　けんいちろう 実地指導・水防工法 高知県内

14 小松　隆 こまつ　たかし 水防工法 高知県（中部地域）

15 立石　耕一 たていし　こういち 実地指導・水防工法・急流河川・低地河川
高知県（香美・香南・高知・土佐　各市、いの
町、春野町等）、中部地方

16 前中　良啓 まえなか　よしひろ 実地指導・水防工法・ダム管理・低地河川 仁淀川・物部川流域

17 桝田　久雄 ますだ　ひさお 水防工法 徳島県阿南市内地方

18 山﨑　宏教 やまさき　ひろみち 実地指導・水防工法 高知県内

1 山下　洋征 やました　ひろゆき 実地指導・水防工法・急流河川・低地河川 福岡県内

2 城戸　達則 きど　たつのり 実地指導・水防工法 福岡県内

3 小塚　柾 こづか　まさき 実地指導・水防工法・低地河川 佐賀県内

4 井原　邦明 いはら　くにあき
実地指導・講演・水防工法・急流河川・低地河川・
その他（雲仙土砂対策経験・昭和34年諫早大水
害経験）

九州管内、ただし、長崎県及び福岡市内

5 田上　幸男 たのうえ　ゆきお 実地指導・講演・水防工法 菊池川流域内

6 鶴野　秀登 つるの　ひでと 実地指導・水防工法・水防体制 熊本県内

7 佐藤　徳雄 さとう　のりお 実地指導・水防工法・低地河川 宮崎県内

九州

四  国


