
登録者数 ９１名 （平成１９年３月１９日現在）

① ② ③ ④ ⑤

北海道 1 星　喜友 ほし　よしとも
（財）北海道河川防災研究セ
ンター管理部参事

実地指導・水防工法・急流河川・
低地河川

北海道内
1

2 出蔵　諭 でくら　さとし
（財）北海道河川防災研究セ
ンター管理部参事

実地指導・水防工法・急流河川・
低地河川

北海道内
2

東  北 1 早坂　正雄 はやさか　まさお
東北建設協会新庄出張所所
長兼技術課長

実地指導・水防工法 東北管内（主に山形県内）
3

2 佐々木　護 ささき　まもる
にかほ市消防団第７分団分
団長

実地指導・水防工法・急流河川 秋田県（本荘・由利地域）
4

3 浦部　康悦 うらべ　こうえつ
秋田県平鹿地域振興局建設
部車両長

実地指導・水防工法 秋田県内
5

4 齋藤　義美 さいとう　よしみ
弘前地区消防事務組合弘前
消防署主幹

水防工法 青森県（中弘前区内）
6

5 加賀谷富二 かがや　とみじ
建設省秋田工事事務所河川
管理課技術職員

東北建設協会秋田支所 実地指導・水防工法 秋田県（中央・県南地区）
7

6 山﨑　道男 やまざき　みちお
建設省湯沢工事事務所大曲
出張所

東北建設協会 実地指導・水防工法 秋田県（県南地区）
8

7 井上　博泰 いのうえ　ひろやす
国土交通省東北地方整備局
岩手河川国道事務所課長

実地指導・水防工法・水防体制 岩手県内
9

8 小沢　秀啓 おざわ　ひでひろ
建設省北上川下流工事事務
所米谷出張所係長

建設省岩手工事事務所水沢
出張所所長

水防工法・水防体制・急流河川 岩手県（県南部地方）
10

9 幸谷　庨文 こうたに　たかふみ
建設省東北地方整備局北上
川下流工事事務所出張所係
長

NPO法人「災害サポーターシ
ステム岩手」会員

実地指導・水防工法・低地河川 岩手県（内陸部県央～県南）
11

10 鈴木　好彦 すずき　よしひこ

国土交通省東北地方整備局
山形河川国道事務所河川管
理課課長

実地指導・水防工法・急流河川 山形県内

12

11 佐藤　努 さとう　つとむ
国土交通省東北地方整備局
月山ダム管理所所長

水防工法・水防体制・低地河川 山形県内
13

12 間　元昭 はざま　もとあき
建設省東北地方整備局新庄
工事事務所出張所長

実地指導・水防工法 山形県新庄市近隣
14

関  東 1 茂木　弘 もてぎ　ひろし

埼玉県本庄県土整備事務所
治水砂防担当課長

埼玉県行田県土整備事務所
道路環境担当課長

実地指導・講演・水防工法・低地
河川

埼玉県（北部区域）群馬県
（伊勢崎・太田・館林土木管
内）茨城県（県境土木管内）

15

2 関根　利勝 せきね　としかつ
埼玉県熊谷県土整備事務所
治水砂防課課長

水防工法・急流河川 埼玉県北西部
16

3 野中　清司 のなか　せいじ

埼玉県庁土木部工務課主任 表彰状；全国防災協会（平成
４年度）

感謝状；水防管理団体 実地指導・水防工法・その他（縄
の結び方）

行田・杉戸県土、北本県土
整備事務所管内、群馬県
（館林板倉町）、栃木県（藤
岡町、野木町、古河市）

17

4 渡邉　貞夫 わたなべ　さだお
国土交通省常陸河川国道事
務所調査第一課主任

実地指導・水防工法 茨城県（那珂川・久慈川沿
川） 18

5 白石　明 しらいし　あきら
印旛利根川水防事務組合事
務局局長

水防工法 千葉県内及び近県
19

北  陸 1 土田　和男 つちだ　かずお

北陸建設振興会議水防技術
委員会委員長

実地指導・水防工法・その他（川
倉工の模型２０ヶ作成・北陸地方
整備局河川部、河川系事務所に
配布）

北陸地方整備局管内

20

2 植木　英仁 うえき　ひでひと
国土交通省北陸地方整備局
高田工事事務所河川管理課
課長

同省同整備局信濃川工事事
務所管理第一課課長

同省同整備局阿賀川河
川事務所副所長

実地指導・水防工法・水防体制 新潟県内（中越地方）
21
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水防に関する主な経歴
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3 水澤　清春 みずさわ　きよはる
建設省北陸地方整備局阿賀
川工事事務所副所長

講演・水防工法・水防体制 新潟県（上・中越地域）
22

4 石月　升 いしづき　のぼる
国土交通省飯豊山系砂防事
務所関川出張所所長

国土交通省羽越河川国道事
務所大石ダム所長

実地指導・講演・水防工法・急流
河川・低地河川

新潟県内
23

5 本田　武 ほんだ　たけし
手取川・梯川水防工法研究会
講師

水防工法・急流河川 石川県内
24

6 井上　明 いのうえ　あきら
手取川・梯川水防工法研究会
講師

水防工法・急流河川 石川県内
25

7 中田　進 なかだ　すすむ
水防実技講習会講師 実地指導・水防工法 石川県内

26

8 野沢　寛 のざわ　ひろし
手取川・梯川水防工法研究会
講師

水防工法・急流河川 石川県内
27

中  部 1 加藤　勝彦 かとう　かつひこ
岐阜市水防協会会長 岐阜市方県水防団団長 岐阜県水防協会副会長 実地指導・水防工法・急流河川 岐阜県内、あるいは東海地

方 28

2 石井　孝昌 いしい　たかまさ
浜松市水防団入野分団分団
長

浜松市水防団副団長 浜松市水防団団長 実地指導・水防工法・水防体制 中部地方
29

近  畿 1 南　哲夫 みなみ　てつお
福井地区消防本部消防長 講演・水防体制 北陸地方

30

2 桜井　庄二 さくらい　しょうじ
福井地区消防組合 福井地区消防団第28分団分

団長
実地指導・その他（土のう作り） 福井県嶺北地区

31

3 竹田　道雄 たけだ　みちお
淀川右岸水防事務組合総務
課課長代理

実地指導・水防工法 大阪府内
32

4 福井　保 ふくい　たもつ
尼崎市役所都市整備局河港
課

実地指導・水防工法・低地河川 兵庫県内
33

5 飯田　憲三 いいだ　けんぞう
奈良県庁土木部河川課主幹 水防体制 奈良県内

34

6 池田　正 いけだ　ただし
奈良県庁砂防課課長 水防体制 奈良県内

35

7 中岡　一晃 なかおか　かずあき
奈良県庁河川課係長 同庁道路維持課課長 水防体制 奈良県内

36

8 岩崎　好生 いわさき　よしお
海南市消防本部警防課課長 実地指導・水防工法・水防体制 和歌山県江南市

37

中  国 1 筏津　純一 いかだつ　じゅんいち
倉吉市消防団灘手分団分団
長

水防工法 鳥取県（中部地区）
38

2 竹下　一郎 たけした　いちろう

建設省中国地方整備局浜田
工事事務所川本出張所係長

同省同整備局同工事事務所
河川管理課係長

同省同整備局出雲工事
事務所大橋川出張所係
長

同省同整備局同工事事務
所河川管理課係長

同省同整備局倉吉工
事事務所河川管理課
上席専門職

実地指導・水防工法 島根県内

39

3 江角　俊明 えずみ　としあき
島根県庁土木部河川課防災
主幹

国土交通省出雲工事事務所
河川管理課課長

水防工法・水防体制・低地河川 島根県内
40

4 大月　浩 おおつき　ひろし
(社)中国建設弘済会技術本
部副部長

実地指導・水防工法 岡山県内
41

5 太田　進一 おおた　しんいち

国土交通省中国地方整備局
岡山河川事務所工務課係長

国土交通省中国地方整備局
福山工事事務所河川管理課
専門職

実地指導 岡山県内

42

6 大戸　清 おおと　きよし
水防技術講習会講師 実地指導・水防工法 岡山県（南部地域）

43

7 劔持　正義 けんもつ　まさよし

国土交通省中国地方整備局
岡山河川事務所出張所所長

実地指導 岡山県岡山市、または倉敷
市地域 44
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8 木下　善雄 きのした　よしお

国土交通省中国地方整備局
岡山河川事務所出張所所長

実地指導・低地河川 岡山県倉敷市、岡山市地域

45

9 菅野　尚秀 すがの　なおひで

建設省三次工事事務所工務
課

建設省太田川工事事務所河
川管理課係長

建設省出雲工事事務所
工務課係長

島根県庁河川課防災係主
任

建設省岡山河川事務
所開発工務課課長

水防体制・低地河川 広島県（備北地方）

46

10 伊藤　孝二 いとう　こうじ
国土交通省太田川河川事務
所係員

国土交通省岡山河川事務所
（技）副所長

国土交通省河川部河川
管理課課長

講演・水防体制 広島県内
47

11 平木　　昇 ひらき　のぼる
国土交通省中国地方整備局
河川部河川情報管理官

水防工法・水防体制 広島県内
48

四  国 1 岡田　周三 おかだ　しゅうぞう

国土交通省四国地方整備局
大洲河川国道事務所工務第
一課長

同省同整備局松山河川国道
事務所工務第一課長

国土交通省四国地方整
備局河川部河川管理課
課長

四国地方防災エキスパート
（防災エキスパート）

実地指導・水防工法・急流河川・
低地河川

愛媛県内

49

2 曽我　正富 そが　まさとみ

建設省四国地方整備局大洲
工事事務所肱川出張所所長

同省同整備局松山工事事務
所工務第一課課長

同省同整備局中村工事
事務所副所長

実地指導 愛媛県東予地方

50

3 髙橋　徹馬 たかはし　てつま
国土交通省四国地方整備局
大渡ダム管理所所長

実地指導。水防工法 愛媛県内（要請があれば四
国内） 51

4 武智　 進 たけち　すすむ
県・市・町　防災課・総務課課
長

松山市消防署・支署署員団
員

松前町総務課団長・団員 伊予消防組合団長団員 重信・川内消防組合団
長団員

実地指導・水防工法・水防体制 愛媛県内
52

5 原田　重信 はらだ　しげのぶ
国土交通省四国地方整備局
河川部河川管理課補佐

同省同整備局大洲工事事務
所工務第一課課長

同省同整備局松山工事
事務所河川管理課課長

同省同整備局山鳥坂ダム
工事事務所副所長

実地指導・講演・水防工法・水防
体制・急流河川・低地河川

四国四県の内、主に愛媛県
内 53

6 三橋  守 みつはし　まもる

国土交通省四国地方整備局
香川河川国道事務所工務第
一課課長

同省同整備局徳島河川国道
事務所河川管理課課長

同省同整備局中村河川
国道事務所副所長

実地指導・水防工法 徳島市内

54

7 本田　敏雄 ほんだ　としお
建設省四国地方整備局高知
工事事務所副所長

(社)四国建設弘済会徳島支
所支所長代理

実地指導・水防工法 徳島県阿南市地方
55

8 阿部　正利 あべ　まさとし
建設省四国地方整備局河川
部河川管理課課長

実地指導・水防工法・急流河川・
低地河川

徳島県南地方
56

9 高﨑　信三 たかさき　しんぞう
四国地方防災アドバイザー (社)四国建設弘済会 実地指導・水防工法 徳島県内

57

10 田村　猛 たむら　たけし

国土交通省四国地方整備局
徳島河川国道事務所副所長

水防工法・低地河川 徳島県内

58

11 武市　寛 たけいち　ゆたか

建設省四国地方整備局河川
部河川管理課管理係長

同省同整備局徳島工事事務
所吉野川上板出張所所長

同省同整備局徳島工事
事務所旧吉野川出張所
所長

同省同整備局吉野川ダム
統合管理事務所管理課課
長

同省同整備局徳島工
事事務所河川管理課
課長

実地指導・水防工法・低地河川 徳島・香川県内

59

12 山本　邦一 やまもと　くにいち

建設省四国地方整備局徳島
工事事務所河川管理課課長

建設省四国地方整備局河川
部河川工事課課長

同省同整備局細川内ダ
ム工事事務所所長

(財)河川情報センター高松
センター所長

(株)アイ・エヌ・エー四
国事務所所長

実地指導・講演・水防工法・急流
河川

徳島県内、その他（四国地
方直轄河川技術講習会等講
演技術指導含む） 60

13 毛利　元強 もうり　もとよし
建設省四国地方整備局大洲
工事事務所副所長

実地指導・水防工法・低地河川 高知県幡多地方
61

14 田村　嘉範 たむら　よしのり
建設省四国地方整備局大洲
工事事務所副所長

同省同整備局吉野川ダム統
合管理事務所所長

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
62

15 古屋　賢二 ふるや　けんじ
建設省四国地方整備局企画
部主任工事検査官

同省同整備局富郷ダム工事
事務所副所長

同省同整備局大洲工事
事務所副所長

実地指導・水防工法 中国管内
63

16 岡﨑　健一郎
おかざき　けんいちろ
う

国土交通省四国地方整備局
河川部河川管理課課長

実地指導・水防工法 高知県内（四国地方整備局
関係の地方） 64
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17 小松　隆 こまつ　たかし

国土交通省四国地方整備局
中筋川総合開発工事事務所
副所長

水防工法 高知県（中部地域）

65

18 立石　耕一 たていし　こういち

建設省四国地方整備局高知
工事事務所河川管理課課長

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

66

19 森岡　正男 もりおか　まさお

国土交通省四国地方整備局
高知河川国道事務所副所長

実地指導・講演・水防工法・水防
体制・急流河川・低地河川

高知県内

67

20 前中　良啓 まえなか　よしひろ
国土交通省四国地方整備局
大渡ダム管理所所長

同省同整備局松山河川国道
事務所副所長

同省同整備局高知河川
国道事務所事業対策官

同省同整備局同事務所工
務課長

同省同整備局徳島工
事事務所出張所長

水防工法 高知市周辺市町村
68

21 文野　博隆 ぶんの　ひろたか
四国建設弘済会高知支所支
所長

その他（水防訓練・工法指導） 高知県（仁淀川・物部川）
69

22 濃野　千秋 のうの　ちあき

国土交通省四国地方整備局
松山河川国道事務所工務第
一課課長

同省同整備局四国山地砂防
事務所出張所所長

(社)四国建設弘済会松
山支所技術部次長

実地指導・水防工法・急流河川 愛媛県中予地方

70

23 上岡　政夫 かみおか　まさお

国土交通省四国地方整備局
中村河川国道事務所後川出
張所所長

同省同整備局中筋川総合開
発工事事務所調査設計課課
長

同省同整備局中村河川
国道事務所調査第一課
課長

実地指導・水防工法・低地河川 高知県四万十市周辺（数人
で対応したい） 71

24 桝田　久雄 ますだ　ひさお

国土交通省四国地方整備局
那賀川河川事務所
防災エキスパート

水防工法 徳島県阿南市内地方

72

25 山﨑　宏教 やまさき　ひろみち

建設省四国地方整備局中村
工事事務所副所長 実地指導・水防工法 高知県内 73

九  州 1 大串　好春 おおぐし　よしはる
建設省九州地方整備局河川
部河川工事課補佐

水防体制・低地河川 福岡県内、佐賀県内
74

2 山下　洋征 やました　ひろゆき

国土交通省九州地方整備局
山国川ダム・堰統合管理事務
所事務所長

同省同整備局筑後川工事事
務所副所長

同省同整備局雲仙復興
工事事務所副所長

同省同整備局河川部河川
工事課課長補佐

同省同整備局武雄工
事事務所工務第一課
課長

実地指導・水防工法・急流河川・
低地河川

福岡県内

75

3 松延　正外 まつのぶ　まさと

国土交通省九州地方整備局
筑後川ダム統合管理所事務
所長

同省同整備局武雄工事事務
所工務第一課課長

低地河川・その他（現役の時に水
防体制に従事。経験有り）

福岡県筑後地方

76

4 城戸　達則 きど　たつのり

国土交通省九州地方整備局
河川部河川工事課課長

同省同整備局宮崎河川国道
事務所副所長

同省同整備局遠賀川河
川国道事務所管理課課
長

実地指導・水防工法 福岡県内

77

5 矢野　日出東 やの　ひでと

国土交通省九州地方整備局
川内川河川事務所所長

同省同整備局河川部河川管
理課課長

水防工法・水防体制・低地河川 福岡県内

78

6 山﨑　忠雄 やまさき　ただお

国土交通省九州地方整備局
筑後川河川事務所技術副長

同省同整備局武雄河川事務
所技術副長

実地指導・水防工法・低地河川 佐賀県内

79

7 小塚　柾 こづか　まさき

国土交通省九州地方整備局
佐賀河川総合開発工事事務
所流水調整課課長

実地指導・水防工法・低地河川 佐賀県内

80

8 井原　邦明 いはら　くにあき

建設省九州地方整備局川内
川工事事務所副所長

同省同整備局雲仙復興事務
所砂防課長

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

81



登録者数 ９１名 （平成１９年３月１９日現在）

① ② ③ ④ ⑤

No.No.

水防に関する主な経歴

水　防　専　門　家　　登　録　者　一　覧

氏名 ふりがな 得意分野 活動希望地域

9 田上　幸男 たのうえ　ゆきお

国土交通省九州地方整備局
川内川工事事務所菱川出張
所所長

同省同整備局宮崎工事事務
所河川管理課課長

同省同整備局菊池川河
川事務所管理課課長

実地指導・講演・水防工法 熊本県内

82

10 鶴野　秀登 つるの　ひでと

国土交通省九州地方整備局
菊池川河川事務所工務課課
長

同省同整備局川内川工事事
務所管理課課長

実地指導・水防工法・水防体制 熊本県北部地域及び福岡県
南部地域 83

11 矢田　國人 やだ　くにと
国土交通省九州地方整備局
緑川ダム管理所所長

その他（水防工法と水防体制の実
地指導を望みたい）

熊本県球磨川流域
84

12 安永　正弘 やすなが　まさひろ

国土交通省九州地方整備局
長崎河川国道事務所河川管
理課課長

水防体制 熊本県球磨川流域

85

13 首藤　敏和 しゅと　としかず
国土交通省九州地方整備局
宮崎工事事務所出張所所長

同省同整備局大分工事事務
所出張所所長

同省同整備局同事務所
管理課課長

同省同整備局筑後川工事
事務所事業対策官

同省同整備局遠賀川
工事事務所副所長

実地指導・水防体制 大分県内中心
86

14 赤木　宣威 あかき　のぶたけ
国土交通省九州地方整備局
事務所長

水防工法 宮崎県内～鹿児島県まで
87

15 佐藤　徳雄 さとう　のりお

国土交通省九州地方整備局
延岡河川国道事務所工務第
一課課長

同省同整備局大隅河川国道
事務所河川管理課課長

実地指導・水防工法・低地河川 宮崎県内

88

16 前田　忠夫 まえだ　ただお
国土交通省九州地方整備局
宮崎河川国道事務所河川管
理課課長

同省同整備局菊池川河川事
務所河川管理課課長

水防工法・急流河川 鹿児島県内
89

17 柳元　裕市 やなぎもと　ゆういち

国土交通省九州地方整備局
川内川河川事務所管理課課
長

九州防災エキスパート会川
内川河川事務所地区

水防工法・水防体制・低地河川 鹿児島県内

90

18 山下　忠道 やました　ただみち
熊本県鹿本地域振興局土木
部維持管理課課長

熊本県庁土木部河川課防災
係長

水防工法 熊本県内
91


