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登録者数 74名 （令和4年9月14日現在）

1 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

2 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

3 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）

4 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）

5 小原　義博 おばら　よしひろ 実地指導・水防工法・急流河川・低地河川 北海道内（十勝管内）

6 京田　　悟 きょうだ　さとる 実地指導・水防工法 北海道内

7 尾形　　寿 おがた　ひさし 実地指導 北海道内

8 増田　宏幸 ますだ　ひろゆき 実地指導・水防工法 北海道内（十勝管内）

9 坂内　利孝 ばんない　としたか 水防体制 北海道内

10 久野　俊一 ひさの　しゅんいち 実地指導・水防工法 北海道内

11 池上　善晃 いけがみ　よしあき 実地指導・水防工法 北海道内

1 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

2 浦部　康悦 うらべ　こうえつ 実地指導・水防工法 秋田県内

3 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）

4 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）

5 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）

6 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）

7 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

8 齊藤　明 さいとう　あきら 実地指導・水防工法 山形県内

9 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 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

2 白石　  明 しらいし　あきら 水防工法 千葉県内

3 鈴木　　薫 すずき　かおる 水防工法 千葉県・茨城県・東京都

4 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

5 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

6 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

7 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
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ブロック No. 氏 名 ふりがな 得意分野 活動希望地域

1 本田  　武 ほんだ　たけし 水防工法・急流河川 石川県内

2 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

3 鈴木　隆三 すずき　りゅうぞう 実地指導・水防工法 福島県内

4 佐竹　　勝 さたけ　まさる 実地指導・水防工法 福島県内

5 桶田　隆司 おけだ　たかし 実地指導・水防工法 福島県内

6 宍戸　　勤 ししど　つとむ 実地指導・水防工法 福島県内

7 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

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 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

3 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 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

3 山本　康夫 やまもと　やすお 実地指導、水防工法 鳥取県内

4 森田　克史 もりた　かつし 実地指導、水防工法、水防体制、急流河川、低地河川 鳥取県内

5 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

6 土江　秀治 つちえ　ひではる 水防体制 島根県内

7 金山　義延 かなやま　よしのぶ 水防体制 島根県内

8 木村　克己 きむら　かつみ 実地指導 島根県東部地域

9 土江　清司 つちえ　せいじ　 実地指導、水防工法 島根県東部地域

10 元山　　勉 もとやま　つとむ 実地指導、水防工法 島根県出雲地方

11 犬山　　正 いぬやま　ただし 実地指導、水防工法、水防体制 島根県東部地域

12 本多　卓志 ほんだ　たくし 水防体制 岡山県内

13 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）

14 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）

15 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）

16 三輪　雅夫 みわ　まさお 水防工法 岡山県内

17 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

18 植田　光明 うえだ　みつあき 水防工法、水防体制 広島県内

19 岸本　芳雄 きしもと　よしお 水防工法、水防体制 広島県内
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ブロック No. 氏 名 ふりがな 得意分野 活動希望地域

20 嶋谷　昌次 しまたに　まさつぐ 講演、水防体制 山口県内

21 津村　信昌 つむら　のぶまさ 水防工法 山口県内

22 笹岡　総一 ささおか　そういち 水防工法 岡山県内

23 佐藤　敦司 さとう　あつし 水防体制 岡山県内

24 湯浅　丈司 ゆあさ　じょうじ 水防工法 岡山県内

25 阪木　浩二 さかき　こうじ 実地指導、水防体制 岡山県内

26 川本　洋次郎 かわもと ようじろう 実地指導、水防工法、水防体制 岡山県内及び広島県内

1 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

2 高﨑　信三 たかさき  しんぞう 実地指導・水防工法 徳島県内

3 桝田　久雄 ますだ　ひさお 水防工法 徳島県阿南市内地方

4 三橋  守 みつはし　まもる 実地指導・水防工法 吉野川沿川（徳島県）

5 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

6 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）

7 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

8 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

9 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（高知県）

1 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

2 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
九　州
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