
地域防災人材バンク登録者名簿（在住市町 危機管理局等管轄順） 令和４年3月30日時点

自宅住所 自宅及び携帯電話番号 個人メールアドレス

1 賀茂 荒井 瑞穂 アライ ミズホ 男 下田市 S26 ふじのくに防災士 H27 会社員 415-0028下田市吉佐美1835-3 0558-23-0762 arai1192m@docomo.ne.jp

2 賀茂 井田 一久 イダ カズヒサ 男 下田市 ふじのくに防災士 H23 自営業 

ふじのくに災害ボランティアコーディネーター
静岡県地震被災建築物応急危険度判定士、静岡県耐震診断補強相談士
NPO法人賀茂災害ボランティアコーディネートの会理事⾧。

080-3409-1737 ikkyu_ida@mail.wbs.ne.jp

3 賀茂 稲葉 敬介 イナバ ケイスケ 男 下田市 S24
ふじのくに防災士

H23 無職

消防職員として在職で防災関係等の業務を担ってきた。この経験を生かして地域住民の防
止意識を高め、防災危機の啓発活動を履行していきたい。 TEL&FAX 0558-27-4545

4 賀茂 加畑 美智子 カバタ ミチコ 女 下田市 S16
ふじのくに防災士

H27 無職

5 賀茂 小林 哲博 コバヤシ テツヒロ 男 下田市 S23
ふじのくに防災士

H27 自営業

被害想定 土砂災害 風水害 うき石対策

090-3309-8651 w03fmplae5@hi3.enioy.ne.jp

6 賀茂 進士 濱美 シンジ ハマミ 男 下田市 S22 ふじのくに防災士 H24 公務員

自主防災組織の立ち上げ、避難、災害心理等 防災会、住民防災活動の講師経験

415-0028下田市吉佐美836 0558-25-5001 shinji-h@vc.tnc.ne.jp

7 賀茂 高月 哲雄 タカツキ テツオ 男 下田市 S26 ふじのくに防災士 H27 会社員 415-0021下田市1丁目11-22 090-7437-4316 takatsuki.1020@dokomo.ne.jp

8 賀茂 土屋 健治 ツチヤ ケンジ 男 下田市 S45 ふじのくに防災士 H20 会社員

地域での防災訓練等へ協力を中心に活動している。
防災への関心や防災力向上を図りたいと思っている。

9 賀茂 土屋 博和 ツチヤ ヒロカズ 男 下田市 S37 ふじのくに防災士 H24 会社員

10 賀茂 ⾧島 睦世 ナガシマ ムツヨ 下田市 ふじのくに防災士 H24 団体職員 

ふじのくに災害ボランティアコーディネーター
ＮＰＯ賀茂災害ボランティアコーディネートの会で活動しています。 090-4852-2305 minagashima@yr.tnc.ne.jp

11 賀茂 西谷 多香子 ニシタニ タカコ 女 下田市 S38 ふじのくに防災士 H27
公務員

12 賀茂 西谷 猛 ニシタニ タケシ 男 下田市 S23 ふじのくに防災士 H26 会社員

13 賀茂 増田 清 マスダ キヨシ 男 下田市 S21 ふじのくに防災士 H27 自営業

地震では、伊豆沖地震により自宅が被害を受け、水害では豪雨により河川が氾濫し自宅が
床上浸水の被害を経験し、その後災害よりの影響を受けにくい移転した。家の中は、タン
スなどの転倒から身を守るため専用の部屋を作り安全策をとった。災害は、体験ない人と
経験した人の考えの開きがかなりあるのではと、今後の活動に生かして行ければと思いま
す。

415-0038下田市大賀茂1275-10
0558-22-9041
090-3309-8710

masu926@estate.ocn.ne.jp

14 賀茂 山本 忠男 ヤマモト タダオ 男 下田市 S12 ふじのくに防災士 H27 会社員

日赤アマチュア無線奉仕団 アマチュア免許3級 海上通信士2級
電気工事高所作業免許 玉かけ免許 船舶免許1級 上級救命士 090-7315-9620

15 賀茂 横山 静子 ヨコヤマ シズコ 女 下田市 S19
ふじのくに防災士

H27 無職 0558-22-3962

16 賀茂 渡邉 加代子 ワタナベ カヨコ 女 下田市 ふじのくに防災士 H24

災害ボランティア

415-0026下田市6丁目14-15 0558-22-5706

公開希望による連絡先整理番号 管轄 氏   名 カ   ナ 性別 在住市町 生まれた年 知事認証の種別 取得年 職業 防災に関して 得意分野、経歴
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17 賀茂 渡辺 善之 ワタナベ ヨシユキ 男 下田市 S34 ふじのくに防災士 H24 会社員 415-0026下田市６丁目１５－１９

18 賀茂 佐藤 桂子 サトウ ケイコ 女 東伊豆町 S37 ふじのくに防災士 R1 会社員

専門分野―介護
聴覚障害ですが、一生懸命やっていきたいと思います。 090-5039-9428

19 賀茂 坪谷 万里子 ツボヤ マリコ 女 東伊豆町 S30 ふじのくに防災士 H24

ふじのくに災害ボランティアコーディネーター
・東伊豆町災害ボランティア協議会会⾧。
・介護に関しては通信で学び、生活の中でも役立っています。
・決められた少ない材料での調理も出来ます。

090-8956-8327 mari-1955-.-1028@docomo.ne.jp

20 賀茂 清水 和子 シミズ カズコ 女 南伊豆町 Ｓ25 ふじのくに防災士 Ｈ27 無職

東北の災害ボランティア                                  
南伊豆災害ボランティアコーディネートの会                           
自主防災委員

415-0301南伊豆町一條592 0558-62-1879

21 賀茂 清水 登 シミズ ノボル 男 南伊豆町 Ｓ23 ふじのくに防災士 Ｈ27 無職

東北の災害ボランティア                                  
南伊豆災害ボランティアコーディネートの会                           
自主防災委員

415-0301南伊豆町一條592 0558-62-1879

22 賀茂 高橋 剛志 タカハシ ゴウシ 男 南伊豆町 S36 ふじのくに防災士 H24 会社員

防災訓練
経歴として過去に消防設備点検資格を有し実務経験有り。
又H20年より当医院の防火管理者として消防訓練、災害訓練の計画
訓練実施の担当者として活動してきました。

23 賀茂 村田 鶴男 ムラタ ツルオ 男 南伊豆町 S22 ふじのくに防災士 H25 自営業

南伊豆防災ボランティアコーディネート会

415-0323賀茂郡南伊豆町下小野503-1 0558-62-3520

24 賀茂 渡邊 満弘 ワタナベ ミツヒロ 男 南伊豆町 S37 ふじのくに防災士 H24 会社員 

経歴として１８歳～２０歳まで静岡県沼津で看護助手として病院に勤務、２０歳～２５歳
までボランティアで主に西日本をまわり２８歳から故郷へ戻り、現在の丸三工業（株）へ
入社致しました。資格は日本防災士(2012.11.22認証)、上級救命講習(2012.3.10)、乙4
危険物取扱(2002.12.19)、1級建設機械施工技師(1999.12.7)、公害防止管理者
(2004.4.20)、ホームヘルパー2級(2010.1.22)、それから自己アピールと致しまして、
1994.4より南伊豆町消防団規律訓練指導員として6年間、1996.4より静岡県訓練礼式指導
員として4年間、加茂郡下の消防団員を訓練して参りました。また、自分の住居区にて自主
防災訓練の企画立案、その打ち合わせにより自主防災運営員の意識の向上と各役割分担に
よる技術の向上を実施しています。 現在消防団活動に於きましては、加茂郡南伊豆の消
防団本部⾧（2011.4.1）そして消防団員の育成をしています。 本業は建設業、道路舗装
業、道路材料製造業です。その製造工場の工場⾧で、いざ災害時への対応を日頃より事業
継続BCP・ライフラインの確保・消防団との連携などいろいろ考えております。 先日
2012.12.2は上級救命者として南伊豆石廊崎区の講師で、地域防災訓三角巾の使い方、止
血法、心肺蘇生法を50名に教えました。防災危機管理の得意分野と致しまして、防災訓練
などの自助・共助の基本的な意識向上・技術向上に役立てると思います。自分の希望とし
ましては、人の命を守れる、命を助けられるそのような現場主義ですが、その現場を動か
す対策本部がしっかりしないと、助けられる者も助けられなくなってしまうので、現場の
状況を的確に伝えられ、的確に対応できる事が得意とします。

0558-62-3434

25 賀茂 佐藤 和彦 サトウ カズヒコ 男 松崎町 Ｓ31 ふじのくに防災士 Ｈ27 自営業

元自衛官                                         
第二級アマチュア無線技士                                   
ふじのくに災害ボランティアコーディネーター

0558-42-0951         
090-2267-9311

st10275114@gmail.com

26 賀茂 玉木 優吾 タマキ ユウゴ 男 松崎町 S56 ふじのくに防災士 H19 団体職員

・災害ボランティア活動 阪神淡路大震災、東日本大震災、小山町水害、西伊豆町水害な
どのボランティア活動に参加
・赤十字防災ボランティア地区リーダーに登録 アメリカ心臓協会ＢＬＳ研修終了

0558-42-1165 tamaki1981@hotmail.com

27 賀茂 仲田 慶枝 ナカダ ヨシエ 女 西伊豆町 S31
ふじのくに防災フェロー
ふじのくに防災士

H25
H24

・伊豆半島ジオパークジオガイド
・西伊豆町災害ＶＣ連絡会代表
・2013年７月18日の西伊豆町豪雨災害で災害ボランティア本部を立ち上げ活動

ohagi_yoshie@ybb.ne.jp

28 賀茂 眞野 あさひ マノ アサヒ 男 西伊豆町 S25 ふじのくに防災マイスター H22 団体職員

施設での防火、防火管理、指導、施設での防火管理者10年

090-5863-0022
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29 東部 青山 幸子 アオヤマ サチコ 女 沼津市 S19 ふじのくに防災マイスター H26 会社員

31年間福祉の仕事を今も続けています。
特に防災に関しては関心があり、もっと早く知る機会があれば良かったと思います。何か
あった時、必ず問題となるのはスタッフの人数です。緊急に起きる場合が多くあり、全員
を助ける
ことが可能か。練習を繰り返す事はやっていますが課題が残ります。3F、2Fに入居されて
いる方は特に問題です。障害のある方もそうです。どのような方法がありますか。

410-0307沼津市青野471-3

30 東部 磯崎 剛 イソザキ ツヨシ 男 沼津市 S42
ふじのくに防災士
ふじのくに災害ボランティア
コーディネーター

H29
H27

自営業

子ども会から老人会まで幅広い範囲で指導等できます。

410-0851 沼津市宮町105 090-7670-7876 snpoct@hotmail.com

31 東部 伊藤 雄二 イトウ ユウジ 男 沼津市 S37 ふじのくに防災士 H29 自営業

２級建築士の資格を生かした耐震補強に関する普及活動をしてみたい。消防団の活動を通
じて自主防との連携を深めたい。 沼津市上香貫三貫地1243-6 090-2139-6936 kumikyoku713@gmail.com

32 東部 佐藤 勉 サトウ ツトム 男 沼津市 S34 ふじのくに防災士 H29 会社員

超巨大地震から県民の命を守る防災対策（耐震補強・浮動式津波シェルター・救命胴衣）
により安全安心できる生活を啓発し被災後はこの防災が県民のためになり感謝される防災
活動を目指しております。

沼津市 sunkogyo-2002@ezweb.ne.jp

33 東部 鈴木 明哲 スズキ アキノリ 男 沼津市 S58 ふじのくに防災マイスター H23 会社員

高齢者施設の防災担当として、施設内の防災訓練や地域連携を行っています。
そのような知識と経験から助言ができればと考えています。

34 東部 竹口 昌之 タケグチ マサユキ 男 沼津市 S45 ふじのくに防災士 R3 団体職員

いつ何時に起こるかわからない災害に対し、人的関係の備えとして地域防災人材バンクへ
申し込みをさせていただきました。何卒宜しくお願い致します。 055-926-5853

35 東部 千田 紀代美 チダ キヨミ 女 沼津市 S40 ふじのくに防災士 H27 自営業

沼津女性消防団 紫明隊に入っています。地域防災に協力しています。

410-0823沼津市我入道東町174-1

36 東部 ⾧橋 和子 ナガハシ カズコ 女 沼津市 S33 ふじのくに防災マイスター H24 公務員

福祉の分野で働いており
介護福祉士の資格があります。認知症や障害のあるかたに手ののべて少しでも不安を取り
除くことが出来たらと思います。

410-0313沼津市西漆町21-12 090-4197-5819

37 東部 並木 千春 ナミキ チハル 男 沼津市 S30 ふじのくに防災士 R3 会社員

沼津市市場町自治会自主防災会部⾧に複数年従事
令和４年度より沼津市第四西地区防災指導員に従事予定
静岡県ふじのくに防災士（令和３年度）
防災士（令和３年度）

沼津市市場町17番15号

38 東部 一杉 敦世 ヒトスギ アツヨ 女 沼津市 S61 ふじのくに防災士 R3 090-5859-8709

39 東部 福田 和男 フクダ カズオ 男 沼津市 S28 ふじのくに防災士 H26 無職 410-0022沼津市大岡3575-8
055-921-6649
090-3930-1275

40 東部 槇 かおる マキ カオル 女 沼津市 S45 ふじのくに防災士 R2 会社員

看護師（地域包括支援センター勤務）

ryouya01210622@gmail.com

41 東部 室伏 与夫 ムロフシ ヨシオ 男 沼津市 S38 ふじのくに防災士 H28 会社員 410-0022沼津市大岡３０４３－２０

42 東部 若原 正直 ワカハラ マサナオ 男 沼津市 S24 ふじのくに防災士 Ｈ29 無職

ふじのくに災害ボランティアコーディネーター、アマチュア無線

wakahara@thn.ne.jp

43 東部 渡辺 茂樹 ワタナベ シゲキ 男 沼津市 S26 ふじのくに防災士 H28 無職

沼津市災害ボランティアコーディネーター協会所属

tenarai-sw@olive.plala.or.jp
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44 東部 渡邉 操 ワタナベ ミサオ 男 沼津市 S26 ふじのくに防災士 R1 会社員

工場の電気設備の企画・保全業務を実施している。
電気主任技術者(第３種)、電気工事士(第一種)、消防設備士(電気関係)、アマチュア無線
(３級)の資格あり。(実務は10年以上)
環境マネジメントシステム審査人補(ISO14001(JRCA).環境省環境マネジメント「エコ・
アクション21(IPSuS)」審査人をしており、中小企業の緊急事対策のアドバイスを行って
いる。
地域自主防災のお手伝いをしています。

沼津市西沢田603-１ misao_watanabe_1951@yahoo.co.jp

45 東部 北島 鐵修 キタジマ テシシュウ 男 熱海市 S19 ふじのくに防災士 H29 自営業

日本防災士、ふじのくに災害ボランティアコーディネーター、日本赤十字防災ボランティ
ア、地区リーダー、ゲートキーパー 熱海市渚町24-21 0557-81-3845 kitazima.130@softbank.ne.jp

46 東部 須藤 直美 スドウ ナオミ 女 熱海市 S39 ふじのくに防災士 H25 会社員

一級建築士 学校改修・集合住宅改修

413-0102熱海市下多賀４８５４１ 090-1108-4689 audrey703@I-younet.ne.jp

47 東部 秋山 かおる アキヤマ カオル 女 三島市 ふじのくに防災士 R2 会社員

炊き出しなど。
（株）秋山建設
055-993-2316

48 東部 大澤 秀次 オオザワ シュウジ 男 三島市 S37
ふじのくに防災士
ふじのくに災害ボランティア
コーディネーター

R1 会社員

陸上特殊無線技士、アマチュア無線技士、地域自治会住民への防災意識普及の活動

055-986-4023 oozawa@mtc.biglobe.ne.jp

49 東部 加藤 善一郎 カトウ ゼンイチロウ 男 三島市 S22 ふじのくに防災士 H25 会社員

三島市防災指導員として活動中

zen.kato1142896@gmail.com

50 東部 倉石 茂 クライシ シゲル 男 三島市 S23 ふじのくに防災士 H25
会社員

・ＮＰＯ法人静岡県災害支援隊会員
・勤務先は大型防災倉庫の提案をしています。

51 東部 近藤 久芳 コンドウ ヒサヨシ 男 三島市 S24
ふじのくに防災マイスター
ふじのくに防災士

H22
H18

自営業

一級建築士、一級建築施工管理技師、一級土木施工管理技師他などの資格をもっていて、
資格を生かした助言ができます。三島市防災指導員として、市内の町内会⾧・自主防災会
⾧を対象に、防災研修会を実施。家庭内防災（耐震診断と補強・家具の固定など）や地域
の防災力の重要性を助言してきた。又、現在､居住地以外の2町内でDIG、HUG、防災訓練
への参加。その内1町内では実践避難所運営訓練の企画･実施（現在は町内会役員や防災組
織役員を対象にしているが、町内全体が参加できるようにしたい。）や防災年間計画・組
織図の立案を行っています

090-2134-3846

49 東部 小岱 正 コヌタ タダシ 男 三島市 S34 ふじのくに防災士 R3 会社員

・事業継続推進機構（BCAO)正会員
・BCAO認定事業継続管理者（01201-4072I)
・中小企業アドバイザー（経営支援）登録専門家
“課題解決に取り組みたい”との気づきに全力で支援サポートをしています。経営戦略の見
直し、技術開発や体制整備で依頼先の独自性を示すことと、安心安全の確保、アイデア提
供、情報整理を通して、支援先が一歩踏み出せる筋道やお膳立てを支援パートナーとして
とことん伴走しています。

090-4253-8573 konuta.t@gmail.com

53 東部 桜 賢三 サクラ ケンゾウ 男 三島市 Ｓ24 ふじのくに防災士 Ｈ29 会社員

技術士（建築部門）、2級建築士、一級土木施工管理士、測量士、自主防災委員

三島市梅名 090-7312-3772

54 東部 佐藤 美紀 サトウ ミキ 女 三島市 Ｓ46 ふじのくに防災士 Ｈ29 団体職員

ふじのくに災害ボランティアコーディネーター、防災士、富士山南東消防本部応急手当指
導員、日本赤十字社静岡県支部赤十字救急指導員、三島市女性消防団 090-9935-5468 mickeyiikun@gmail.com

55 東部 増井 光一 マスイ コウイチ 男 三島市 ふじのくに防災士 H25

・市役所に勤務していたので行政との調整
・水道事業の知識 ・物資調達や管理 ・小型船舶免許１級 411-0848三島市緑町１５ー１１ 055-975-8898 masui-r@hi2.enjoy.ne.jp

56 東部 松嶋 勝巳 マツシマ カツミ 男 三島市 S29 ふじのくに防災士 H27 無職

元静岡県警察官～元警察本部災害対策本部要員を経験（避難誘導災害対策等）
妻実家がある袋井市内での防災活動への協力も可能です。 411-0022三島市川原ヶ谷（緑ヶ丘）260-10 090-5629-1309 shizuoka38@gmail.com

57 東部 弓場 重裕 ユバ シゲヒロ 男 三島市 S61 ふじのくに防災士 H25 会社員

研究課題「政治学及び行政学における道具としての防災という側面についての考察」、理
論形成弓場ゆらぎ基軸理論（導入）「あらゆる現象はゆらぎを理解し、応用することによ
り解くことができる」問題提起「このままでは自然災害はまた起こる」

090-6086-5149
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58 東部 秋山 章明 アキヤマ フミアキ 男 富士宮市 S26 ふじのくに防災士 R3 無職

区防災会会⾧の経験有

090-1565-0937

59 東部 遠藤 真里子 エンドウ マリコ 女 富士宮市 S31 ふじのくに防災士 R１ 主婦

女性消防団員として、防災に興味を持ち、受講しました。

富士宮市山宮965-３

60 東部 加藤 典良 カトウ ノリヨシ 男 富士宮市 S27
ふじのくに災害ボランティア
コーディネーター
ふじのくに防災士

H30
R1

無職

 サラリーマン時代は、動力部門で仕事をして、高圧電気、ボイラー１級、高圧ガス、消
防設備士の資格を取得。施設の防災・危機管理の仕事を担当してきた。
 今までのノウハウと今回の防災士の資格を取得してスキルアップしたので、地域の防災
に貢献していきたい。

090-6367-9246 ooiwa2007375@icloud.com

59 東部 佐野 明子 サノ アキコ 女 富士宮市 S24 ふじのくに防災士 R3 無職

日本防災士機構の防災士資格を2019年取得。富士宮市赤十字奉仕団８年在籍中に赤十字救
急法救急員・赤十字幼児安全法支援員・赤十字健康生活支援講習支援員の資格を有し、令
和３年４月に新たに富士宮災害ボランティアの会を防災・減災に特化し、設立。現在会
⾧。子育てサロン、寄り合い処、小・中・高等に防災講座を開催している。

富士宮市下条638-２ 0544-58-4066 akiko_fusou@yahoo.co.jp

62 東部 佐山 洋二 サヤマ ヨウジ 男 富士宮市 S29 ふじのくに防災士 R1 無職

・防災士（日本防災士機構認定）
・MR(医薬品情報担当者） sayamachi723@yahoo.co.jp

63 東部 白石 裕一 シライシ ヒロカズ 男 富士宮市 S43 ふじのくに防災士 H22
会社員

｢活動実績」・小学校にて防災教育の企画・運営。・他資格「しずおか防犯まちづくりアド
バイザー」の活動経験も活かした防災・防犯対策の講師、出前講座。
「実績内容」・液状化現象再現シュミレーション・ペットボトルを用いた電気ランタン作
成
・地震波発生装置・地域安全マップ作成指導（防犯編・防災編）・出前講座「災害時の防
犯対策」 など

418-0023富士宮市山本１５１－5 0544-27-1257 spzh5tm9@lagoon.ocn.ne.jp

64 東部 清 實夫 セイ チカオ 男 富士宮市 ふじのくに防災士 H30 自営業

災害ボラ
赤十字奉仕団
アマ３級

TEL0544-23-6785
FAX0544-25-3276

seidenkishoukai@tx.thn.ne
seidenkishoukai@docomo.ne.jp

65 東部 津田 和英 ツダ カズヒデ 男 富士宮市 S49 ふじのくに防災フェロー H25 NPO職員

理学士（火山学、地球科学を専攻）、環境教育、インタープリテーション、箱根ジオパー
クガイド、富士山ガイド、キャンプ、人材育成、火山学会員、地球惑星科 kazuhide.tsuda@wens.gr.jp

60 東部 中野 久美子 ナカノ クミコ 女 富士宮市 S32 ふじのくに防災士 R2 なし

８年間、富士宮市赤十字奉仕団でボランティア活動をしました。
主に、防災訓練の時に、心肺蘇生AEDの使い方や減災についての話・身近にできる応急手
当のやり方を紹介しました。
今年の１月13日に地域の小学校で減災について話をさせていただきました。

富士宮市下条611の５ 0544-58-3515

67 東部 野本 貴之 ノモト タカユキ 男 富士宮市 S55 ふじのくに防災士 H25 富士宮市議会議員

災害ボランティアコーディネータ及び地域ボランティア活動について
乳幼児等子ども達に対する防災支援、取り組み 418-0001富士宮市万野原新田4112-9 0544-29-7033

68 東部 福原 邦治 フクハラ クニハル 男 富士宮市 S17 ふじのくに防災マイスター H24 自営業

2000年に民間会社を定年退職し、その後2011年まで10年間は介護職として働き,現在は、
防災を中心に地域力についての勉強をしている。（初級産業・教育カウンセラー･介護福祉
士、介護福祉専門員）

418-0001富士宮市万野原新田4051-5 0544-24-3486

69 東部 南藤 勝也 ナントウ カツヤ 男 富士宮市 S26 ふじのくに防災士 H25 会社員

プロではありませんが、スキーレスキュー、山岳レスキュー40年。富士ゼロックス（株）
勤務時、阪神淡路震災現場でボランティア活動、東関東大震災時のボランティア活動、講
演者のプレゼンテーションに自信有り。防災用品に精通。
・⾧野県スキー連盟スキーパトロール（SAN）
・日本テレマークスキー協会公認指導員（TAJ）

70 東部 渡辺 泰典 ワタナベ ヤスノリ 男 富士宮市 S29 ふじのくに防災士 Ｈ29 無職

ガス機器の開発業務。エネルギー分野。

富士宮市元城町19-8 0544-22-4587 w.yasu0861@gmail.com

71 東部 大村 涛子 オオムラ ナミコ 女 伊東市 S17 ふじのくに防災士 H25 無職

ヘルパー2級、コンチネンスアドバイザー、広報、編集

konami@rx.tnc.ne.jp

72 東部 小川 匡美 オガワ マサミ 女 伊東市 S28 ふじのくに防災士 H25 無職

特に専門分野はありません。主婦として、防災（自助）推進に声を上げ、子供、高齢者
が、自然災害から被害を受ける事が少しでも無くしていければと思っています。 0557-37-1465
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73 東部 木村 正人 キムラ マサト 男 伊東市 ふじのくに防災士 H24 公務員

・アマチュア無線
・登山技術 日本体育協会・アルパインクライミング指導員 0557-51-2145

74 東部 小林 隆徳 コバヤシ タカノリ 男 伊東市 S27
ふじのくに防災マイスター
ふじのくに防災士

H26
H26

会社員

自主防災会会⾧
工事担任者 090-3152-2493

75 東部 高野 政英 タカノ マサヒデ 男 伊東市 Ｓ31 ふじのくに防災士 Ｈ29

特定非営利活動法人伊東里山クラブを主宰。NPO活動の一環として、防災食調理実習講座
などを開催。ポリ袋調理方法などを紹介し日常生活の延⾧でとらえる防災備蓄食材を考察
します。

伊東市富戸1317番地の5481 090-6574-5019 wtjsg827@ybb.ne.jp

76 東部 竹内 幹夫 タケウチ ミキオ 男 伊東市 S23 ふじのくに防災士 H23 会社員

特殊建築物調査資格者
建築設備点検資格者
消防設備士

413-0233伊藤市赤沢184-1エクセル
ヴィラ伊豆赤沢414号

0557-54-6880 risence0716@oregano.ocn.ne.jp

77 東部 田尻 明美 タジリ アケミ 女 伊東市 S35 ふじのくに防災士 H25 無職 naktotu316@coast.ocn.ne.jp

78 東部 田牧 静子 タマキ シズコ 女 伊東市 S26 ふじのくに防災士 H25 無職

三島厚生年金萩地区担当員
得意分野はありませんが地域の為に声をあげて行きたいと思います。H25普通救命講習会
Ⅰ修了

090-4089-8018

79 東部 土屋 敦司 ツチヤ アツシ 男 伊東市 S47 ふじのくに防災マイスター H24 団体職員

前職場で3年間、現在の職場で5年間防火管理者として毎月の防災避難訓練の計画実施を
行っています。 090-9026-7112

80 東部 西谷 雅治 ニシタニ マサハル 男 伊東市 S38 ふじのくに防災士 H28 自営業

水辺の防災、潜水作業、救助及び危機管理
潜水歴３０年、一般市民向け国際救助法指導歴１５年
伊豆半島ジオパーク認定ガイドにて山間部危機管理を学ぶ。

413-0231伊東市富戸８５５－３ 0557-51-8113 masaharu63@gmail.com

81 東部 三間 正佳 ミマ マサヨシ 男 伊東市 Ｓ35 ふじのくに防災士 Ｈ29 自営業

ふじのくに災害ボランティアコーディネーター

09048596760

82 東部 磯野 千春 イソノ チハル 男 富士市 S27 ふじのくに防災士 H28 無職 0545-71-1720

83 東部 伊藤 智章 イトウ トモアキ 男 富士市 S48 ふじのくに防災フェロー H24 教諭

防災フェロー1期生です。大学院で地理学を専攻しました。新旧の地形図を使った地形の判
読、危険箇所の判読のワークショップ、デジタル地図を使った「セルフメイド・ハザード
マップ」の作成、パソコンや携帯情報端末を使った防災フィールドワーク教材の製作がで
きます。すぐに使える資料をWebサイトで公開しています。 http://www.itochiri.jp/

84 東部 稲葉 實 イナバ ミノル 男 富士市 S19 ふじのくに防災士 H26 無職

DIG

417-0851富士市富士見台5-4-14 0545-21-0719 inamino4221@docomo.ne.jp

82 東部 稲穂 嘉世実 イナホ カヨミ 女 富士市 S34 ふじのくに防災士 R3 無職

・消防庁後援 災害救援ボランティア上級セーフティリーダー（SL）2014年６月認定
・東京都 全身性障害者（児）移動支援従業者
・東京都 視覚障害者（児）移動支援従業者
・東北お仕事支援 石巻 咲 プロジェクト代表
・NPOざま災害ボランティアネットワーク所属

富士市本町１番２-603 090-8316-5678

86 東部 遠藤 光広 エンドウ ミツヒロ 男 富士市 S26 ふじのくに防災士 H26 421-3301富士市北松野1640-4 0545-85-2662

87 東部 大箸 光弘 オオハシ ミツヒロ 男 富士市 S31 ふじのくに防災士 H30 自営業

薬剤師(自営業)

mitsuhiro.ohashi@gmeil.com

88 東部 小澤 美砂子 オザワ ミサコ 女 富士市 S32 ふじのくに防災士 H23 非常勤介護助手

現在富士市災害支援ﾊﾞｲｸ隊代表・毎年警察との合同訓練実施
富士市災害ボランティア連絡会副会⾧
災害ボランティアコーディネーター取得・富士市応急救護普及員
中越地震、東日本大震災共にボランティア活動に参加

090-9178-6049
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89 東部 上條 正泰 カミジョウ マサヤス 男 富士市 S19 ふじのくに防災士 H23 自営業

1)BCP策定ｻﾎﾟｰﾄ
・NPO法人事業継続推進機構(BCAO)正会員
・BCAO認定BCP初級管理者
・静岡県BCP普及研究会会員
・富士商工会議所OB人材活用協議会登録ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ(防災ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ)
・日本防災士機構認証防災士登録046400号
2)危険物取扱･消防設備管理ｻﾎﾟｰﾄ
・甲種危険物取扱者
・消防設備士甲1,2,3,4,5類､乙6,7類

0545-30-7721 mk.bs@kmail.plala.or.jp

90 東部 小泉 聰 コイズミ サトシ 男 富士市 ふじのくに防災士 H24 公務員

中学校教員を定年退職後、富士市生涯学習指導員として富士市吉原町づくりセンターに勤
務する。
・教員免許状（中学校技術 中学校社会 高等学校社会）
・資格 社会教育主事、静岡県青少年指導者、静岡県環境学習指導員、学校図書館司書教
諭
富士市生涯学習指導員、社会教育主事の職務にあり、家庭教育学級、少年教育、成人教
育、高齢者学級等の予算編成案作成や講座の企画案内を行う。
講座の種別により、自ら講師として指導助言を行う。
・防災教育に関わる講座の企画立案 防災教育に関しての指導助言講師
・教職32年間としての経験

417-0852富士市原田990番地 0545-51-4003

91 東部 後藤 千賀子 ゴトウ チカコ 女 富士市 S44 ふじのくに防災士 R1 会社員
社会福祉法人 誠信会 

特別養護老人ホーム かたくら明和園
富士市大淵2710-1

0545-37-1251 katakurameiwaen.@sheishinkai.info

92 東部 小⾧谷 亘弘 コナガヤ ノブヒロ 男 富士市 ふじのくに防災士 H23

得意分野(専門分野）特になし。自己アピールについては、時間の許す限り防災に関する情
報が耳に入れば参加するようにはしている。最低はこれだけは何としたいという思いがあ
ります。それは、現在私の住居地の欠点だらけの自主防災の改善に力を入れたいという願
いです。
静岡県ふじのくに災害ボランティアコーディネーター認定、無線従事者第4級、アマチュア
無線技師、日本防災士機構防災士、家具固定ボランティア講座修了（富士市社協）、防災
管理講習（富士市）、災害ボランティア講習終了（富士市災害ボランティア連絡会）赤十
字救急員要請講習受講、防火管理講習終了（富士市）

417-0001富士市今泉8丁目16-13 0545-52-5251 nobuhirokonagaya@ksf.biglobe.ne.jp

93 東部 近藤 保文 コンドウ ヤスフミ 男 富士市 S24 ふじのくに防災士 H27 無職

28年6か月消防団にて活動した。

416-0944富士市横割5丁目5-2 0545-61-5145

94 東部 櫻町 宏毅 サクラマチ ヒロキ 男 富士市 S40 ふじのくに防災士 H23 県議会議員

防災士の資格取得後、地元町内でＤＩＧ講座を立ち上げ、自治会防災会のメンバーに対
し、災害発生時の危険性の事前把握を奨励しています。
2年目となりましたので、ＤＩＧ講座のノウハウが蓄積してきました。他の地域での活用に
役立てれば幸いです。

416-0907富士市中島492-5 0545-65-0309 h-sakura@tx.thn.ne.jp

95 東部 清水 俊雄 シミズ トシオ 男 富士市 S26
ふじのくに防災マイスター
ふじのくに防災士

H26
H25

無職

ふじのくに災害ボランティアコーディネーター（平成23年取得）
ふじのくに地域防災指導員（平成23年取得）
①Ｈ26～富士市吉原地区まちづくり協議会防災部⾧として避難所運営マニュアル作成に参
画
②富士市災害ボラ連絡会（現:会⾧）運営に参画
③富士市の災害ボラ支援本部開設訓練を計画し参画
④市内小中学校の防災教育に補助員として参画
⑤応急手当普及員として市内団体等の普及救命講習に講師として参画
⑥市内各地で防災講演・防災指導を行う(DIG,HUG,イメージTENその他）
⑦富士市防災会議委員・富士市国民保護協議会委員
⑧富士市地域防災指導員会副会⾧として市内の防災活動に参画

417-0055富士市永田町1-146 0545-52-4811 jf2llp522@tx.thn.ne.jp

96 東部 鈴木 憲二 スズキ ケンジ 男 富士市 S24 ふじのくに防災士 Ｈ29 無職

富士市地域防災指導員及び居住地域の自主防災活動に参加中。

富士市三ッ沢1020-74 0545-21-4399 kensuzu2611@hw.tnc.ne.jp

97 東部 鈴木 秀夫 スズキ ヒデオ 男 富士市 S35 ふじのくに防災士 R1 会社員

富士市消防団 団本部への所属
（昭和62年より拝命） 富士市松本320-12
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98 東部 高澤 勝彦 タカザワ カツヒコ 男 富士市 S17
ふじのくに防災マイスター
ふじのくに防災士

H25
H22

無職

ふじのくに災害ボランティアコーディネーター
①災害発生時の無線の活用（H8年富士市アマ無線非常通信協力会を設立し運営に参画）
②H19より毎年地区の避難所運営訓練（体験型）を計画し実施
③H11年富士市災害ボラ連絡会を設立し運営に参画
④富士しの災害ボラ本部支部開設訓練を計画し参画
⑤市内小中学校の防災教育に補助員として参画
⑥市内各地で防災講演・防災指導を行う
（DIG、HUG、その他）

416-0944富士市横割6-11-24 0545-61-8245 takazawa.katuhiko@silk.plala.or.jp

99 東部 高田 陽亮 タカダ ヨウスケ 男 富士市 H5 ふじのくに防災士 H25

私は現役の大学生です。東日本大震災の被災地に行って辛い思いをしました。そして将来
くると予想されている南海トラフの巨大地震に備え、私は消防士、地方自治体の防災職員
になるため公務員に向けた勉強をしています。

419-0201富士市厚原854-2 0545-72-2784 forword-goal.11@ezweb.ne.jp

100 東部 高橋 利浩 タカハシ トシヒロ 男 富士市 Ｓ52 ふじのくに防災士 Ｈ29 会社員

富士市消防団所属

qtm0tkiqgher7mezkmrh@gmail.com

101 東部 仲亀 史和 ナカガメ フミカズ 男 富士市 S39 ふじのくに防災士 H28 公務員

・応急危険度判定士  宮城県北部地震の際 活動経験あり
・熊本地震の際、被災地応援（被災状況調査、り災証明発行） mmma-makagame@rx.tnc.ne.jp

97 東部 ⾧橋 弘孝 ナガハシ ヒロタカ 男 富士市 S29 ふじのくに防災士 R3 無職

水害
富士市水防団⾧（平成31年４月１日～） 417-0831富士市東柏原新田264-9

0545-33-1540
090-2349-2802

hiro-chizu@road.ocn.ne.jp

103 東部 早川 育子 ハヤカワ イクコ 女 富士市 S34 ふじのくに防災士 H27 公務員

・介護支援専門員の資格を有し、相談 福祉 介護分野を得意とします
・女性の視点での防災対策については、各地域で講演活動等 行っております 416-0908富士市柚木460-7 0545-62-4546 ih-hayakawa@sky.plala.or.jp

104 東部 平林 亘俊 ヒラバヤシ ノブトシ 男 富士市 S19 ふじのくに防災士 H29 自営業

町内会の自主防災会会⾧。

富士市伝法2495 0545-52-3842

105 東部 丸山 政人 マルヤマ マサト 男 富士市 S40 ふじのくに防災士 H30 自営業

富士市で行政書士として活動中 http://www4.tokai.or.jp/maru.gyo/
独自で防災情報、建設資格サイト運営から建設機械施工管理技士ショベルカー資格の講師
も務めています。
災害復興地では建設業者不足で、 修理まで半年待ちの被災者までいるとの事。防災知識共
有で災害被害を最小限に抑え、被災地を建設資格で速やかに建て直しましょう。
防災情報サイト  https://yatta-yo.com/ 
建設資格応援サイト https://kikaigishi.net/

106 東部 馬渡 里実 マワタリ サトミ 女 富士市 S48 ふじのくに防災士 H25 公務員

福祉のお仕事（主に知的、身体障害）をしています。重症心身障害児の通所施設、福祉型
入所施設、障害福祉課での勤務経験があります。
女性として母として福祉に携わる者として、何かできればと思っています。

107 東部 望月 三十四 モチヅキ ミトシ 男 富士市 ふじのくに防災士 H23 会社員

BCPの取り組み方や運用などこれまでの経験を基に支援できます。

108 東部 望月 章一 モチヅキ ショウイチ 男 富士市 S20 ふじのくに防災士 H25 公務員

・富士市消防団活動32年在席（方面隊⾧で退団）
・応急手当普及員（富士市消防本部 第216号
・地区自主防災会⾧

416-0909富士市松岡1407-17

109 東部 山崎 敏男 ヤマザキ トシオ 男 富士市 Ｓ24 ふじのくに防災士 Ｈ29 自営業

地区の自主防災会に所属しています。防災の普及に努め、仲間を徐々に増やし、防災意識
の向上をはかっています。地区防災をより多くの人々が考えてくれる地区にすべくやって
おります。

090-4253-8907

110 東部 山田 正明 ヤマダ マサアキ 男 富士市 S21 ふじのくに防災士 R1 なし

令和元年普通救命講習Ⅰ修了（静岡市第191010693号）
防災士、登録No.180965
富士市環境アドバイザー（登録番号213-001）
第一種電気工事士、大型特殊免許
災害での電気設備の補修や管理、また復旧の土木工事、環境負荷への配慮など

富士市富士見台４丁目 FAX:0545-21-0603 msakymd@gmail.com

111 東部 山本 真希 ヤマモト マサキ 男 富士市 Ｓ57 ふじのくに防災士 H29 自営業 0545-64-7373       

迷惑電話防止のためサイト内に記載しています。
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112 東部 遠藤 勉 エンドウ ツトム 男 富士市 S54 ふじのくに防災マイスター H25 会社員

介護福祉士 理容師 整体療術師 ２種４級危険物 普通救命講習終了
ＮＰＯ法人では高齢者の避難所での生活を想定したストレス緩和ケアの育成指導を行って
います。

0545-71-4042

113 東部 髙橋 準次 タカハシ ジュンジ 男 富士市 S27 ふじのくに防災士 H29 会社員

応急手当普及員、防火管理者、危険物取扱者、衛生管理者、安全管理者

富士市松岡1496-2 0545-63-7442 junji_takahashi@fujikako.co.jp

114 東部 伊藤 純 イトウ ジュン 男 御殿場市 S61 ふじのくに防災士
H24

公務員

・登山を趣味としており、野外での生活・活動が得意（焚火を熾す、トイレ、米を炊く、
寝床を作る、野外での衛生管理、地図・コンパスで道の無い所に行けたりします。）水、
食料の大切さ、屋外で濡れたりすることの危険さを良く知っています。登山食糧の研究等
から効果的な非常食や付帯して必要になる品物のアドバイスができると思います。

080-6733-5756

115 東部 武田 義彦 タケダ ヨシヒコ 男 御殿場市 S16 ふじのくに防災士 H22 無職

自主防災活動
災害ボランティア活動(静岡絆の会副代表)、小山町水害、東日本震災
防災依頼講座(他市自主防災会役員訓練会、市婦人連合会、社協等)
元自衛官 元静岡県自主防災活動推進委員会(現地域防災)委員⾧

412-0021御殿場市二枚橋504番地の10
0550-83-4335
090-7608-2293

takefumi.me@smile.ocn.ne.jp

116 東部 眞田 正昭 サナダ マサアキ 男 裾野市 ぶじのくに防災士 H20 会社員 

日本防災士機構 防災士登録（033940号）地すべり防止工事士、地盤調査技士資格あり
地盤沈下、液状化、崖崩れ、斜面崩壊等の原因究明、対策士の検討 055-997-1506

090-5621-6505

117 東部 大木 有一郎 オオキ ユウイチロウ 男 伊豆市 S34 ふじのくに防災マイスター H23 会社員

二級建築士（建築・土木）
被災後の避難所運営支援等よりも、災害発生時における避難路の確保、そして避難所を立
ち上げるまでに協力できると思います。

410-3302伊豆市土肥936

118 東部 小野 正弘 オノ マサヒロ 男 伊豆市 S30 ふじのくに防災士 H28 自営業

伊豆市防災指導員

伊豆市加殿１５５－１

119 東部 尾鷲 淳也 オワシ ジュンヤ 男 伊豆市 S58 ふじのくに防災マイスター H25 公務員

建築構造設計・耐震診断を行っておりました。
特に耐震診断に関しては、多くの物件を手がけており、
その経験を生かせると思います。

owasi2000@gmail.com

120 東部 鈴木 順久 スズキ ヨリヒサ 男 伊豆市 S17 ふじのくに防災士 H27 無職

子供たちに防災教育をし、日常的に防災への関心を深めて生活への備えを意識させたいと
考えています。 0558-72-4646

121 東部 鈴木 保男 スズキ ヤスオ 男 伊豆市 S21 ふじのくに防災マイスター H24 会社員

一級建築士

ZVD03366@nifty.ne.jp

122 東部 谷村 彦太郎 タニムラ ヒコタロウ 男 伊豆市 Ｓ32 ふじのくに防災士 Ｈ25 自営業

静岡県地域防災活動推進委員                                
地区防災計画学会会員                                   
日本防災士会防災士                 

090-4199-5286 Tani-32@uv.tnc.ne.jp

123 東部 中山 宣永 ナカヤマ ノリナガ 男 伊豆市 S19 ふじのくに防災士 H27

・静岡県ふじのくに災害ボランティアコーディネーター
・自然災害でのボランティア活動（平成26年度は１都12府県へ支援活動に、東日本大震災
では初年度123日支援にあたった）によって全国にボランティア仲間がいる。各団体のメ
ンバーでもある平成26、27年度は仮設住宅との交流もあり今も続いている。

410-3201伊豆市佐野１４２－２

124 東部 森野 敦子 モリノ アツコ 女 伊豆市 S39 ふじのくに防災士 H28 自営業

障害を持った方、高齢者の方の為の防災体制の充実に力を尽くしたと活動している。

090-2770-3939 a-mori1964@cy.tnc.ne.jp

125 東部 小川 明彦 オガワ アキヒコ 男 伊豆の国市 S36 ふじのくに防災士 R2 会社員 nanpjp@yahoo.co.jp

126 東部 飯塚 次平 イイヅカ ツギヒラ 男 伊豆の国市 S14 ふじのくに防災士 H23

災害ボランティアコーディネーター
 伊豆の国
 会⾧
伊豆の国市中区防災委員⾧

410-2113伊豆の国市中190-3 055-949-6348 iiduka87@plum.ocn.ne.jp

127 東部 上西 智紀 ウエニシ トモキ 男 伊豆の国市 S55 ふじのくに防災フェロー H23 公務員 

高等学校におけるジオパーク教育

055-949-0779 uenishi0422@yahoo.co.jp
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128 東部 小川 昌年 オガワ マサトシ 男 伊豆の国市 S15 ふじのくに防災士 H29 無職 055-949-0587

129 東部 加藤 豊 カトウ ユタカ 男 伊豆の国市 S29 ふじのくに防災士 H26 公務員

伊豆の国市中区 防災副委員⾧

410-2113伊豆の国市中376-2 055-949-7370

130 東部 佐々木 恵美子 ササキ エミコ 女 伊豆の国市 ふじのくに防災士 H24 080-6943-8415

131 東部 高木 淳 タカギ スナオ 男 伊豆の国市 S50 ふじのくに防災士 H25 会社員

日本防災士
医療面、及び地域防災への協力を中心に活動しています。
地域の方々の防災への関心を高め防災力向上を図りたいと思います。

410-2211伊豆の国市⾧岡 sunao@topaz.plala.or.jp

132 東部 御宿 哲男 ミシュク テツオ 男 伊豆の国市 S23 ふじのくに防災士 R1 沼津市嘱託職員

自治会役員…安心、安全な地域づくりへ
自主防災会役員…消火災訓練、炊き出し訓練、タンカ搬送方法など実施
応急手当指導員(駿東伊豆消防本部、富士山南東消防本部にて）…月３～４回の救急救命講
習の実施など

410-2101
伊豆の国市奈古谷2225-77

小松ヶ原別荘地
055-944-2288 digisuimu@gmail.com

133 東部 山田 宗克 ヤマダ ムネカツ 男 伊豆の国市 ふじのくに防災士 H23 会社員

ライフライン（LPガス）関係
・マルヰガス災害支援隊 静岡支部⾧
・静岡県LPガス協会 東部支部 副支部⾧ 田方地区⾧

410-2201伊豆の国市古奈80-1

134 東部 加藤 幸雄 カトウ ユキオ 男 函南町 S14 ふじのくに防災マイスター H26 自営業

函南ヘリポート（私設）を20数年前より運営し防災飛行訓練などを実施しています。
１．回転翼（ヘリコプター）操縦士 第15631号
  飛行機（陸上単発）操縦士 第20715号
  特殊無線技士（航空/船舶/レーダー）
２．向こう三軒両隣より始めよう自主防災
  通電火災予防の方法（自助）
  安否確認の方法と救助救出（共助）

419-0101田方郡函南町桑原965-23 055-978-0874

135 東部 奈良 直人 ナラ ナオヒト 男 函南町 ふじのくに防災士 H24 会社員

専門分野:ライフラインにおける携帯電話の役割
活動実績:平成24年度①各種防災訓練参加5回 防災ｾﾐﾅｰ等講師5回②県内35市⾧役場、県
危機管理局（4）を訪問して ドコモの災害対策の取り組みを説明③静岡県ライフライン防
災連絡会運営委員④ドコモ静岡支店における防災対策の推進（専任）

419-0112田方郡函南町柏谷863-1 055-978-5417 n-nara@kdn.biglobe.ne.jp

136 東部 野田 耕一 ノダ コウイチ 男 函南町 S26 ふじのくに防災マイスター H25 会社員

技術士（上下水道部門）、ＡＰＥＣ Ｅngineer（civil）、浄化槽管理士、浄化槽管理士、
浄化槽設備士
技術者としての経験を踏まえ、専門分野の視点から防災計画や防災活動などでの協力、ア
ドバイスでお役に立てればと考えています。

（勤務先）
℡055-924-5530 

ko-noda@tohnichi-net.co.jp

137 東部 馬籠 正明 マゴメ マサアキ 男 函南町 S26 ふじのくに防災士 H26 町議会議員

・電子計測器メーカーに37年勤務していましたのでこの部分の知識は多少あります。
・アマチュア無線の資格を持っています。（4級）
・日本防災士機構の防災士（2012年5月25日 №051786）です。
・災害ボランティアコーディネーターを受講しました。
・地元の自主防災活動をしています。

419-0107田方郡函南町平井1733-627 055-974-3055 kqmm0907@ybb.ne.jp

138 東部 相原 宏子 アイハラ ヒロコ 女 清水町 S22 ふじのくに防災士 H23 無職

防災教育①2000年に「静岡地震ネット」という災害時の防災マニュアルを日本消費生活ｱ
ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・コンサルタント協会静岡分科会において作成ﾒﾝﾊﾞｰとして活動
②1988年くらいだったと思いますが、静岡市で実施された防災国際シンポジウムにおい
て、企業の防災（資生堂）について発表
③清水南中学校の総合学習での防災教育担当（2011年・2012年）

hirokomama@rapid.ocn.ne.jp

139 東部 木畠 令一郎 キハタ レイイチロウ 男 清水町 S26 ふじのくに防災士 H25 無職

ふじのくに災害ボランティアコーディネーター（平成23年度）
自主防、避難所、HUG、イメージTEN、DIG、福祉等の運営アドバイス
防災士、ふじのくに防災士、ふじのくに災害ボランティアコーディネーター
前社会福祉協議会事務局⾧、自主防災会副会⾧（運営企画担当）
広域避難所本部⾧

090-7315-5933 kihata@aqua.ocn.ne.jp

140 東部 杉山 智哉 スギヤマ トモヤ 男 ⾧泉町 S63 ふじのくに防災マイスター H28 会社員

資格:理学療法士
「いつ起きるかわからない」ということを日々自身に問いながら、災害・防災における普
及の大切さを感じており、自己研鑽とともに地域貢献できるように努めたい。

pt.tmyooa@gmail.com
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141 東部 中村 譲治 ナカムラ ジョウジ 男 ⾧泉町 S29 ふじのくに防災フェロー H25 会社員

・勤務先で事業継続計画（BCP）の策定やその訓練を担当していることもあり、企業と地
域防災の関わりに関心があります。
・静岡県地震防災センターが主催するDIG、HUG、イメージTENの訓練をサポーターとし
てお手伝いしています。

090-2269-3699

142 東部 渡部 辰己 ワタナベ タツミ 男 ⾧泉町 S28 ふじのくに防災士 R1 無職

認定証を受領したばかりで、どのような考え方、行動をとればよいかは理解できていませ
ん。現在、民生児童委員を３年、有害鳥獣駆除、災害ボランティアに関わっています。
サービス業が⾧く、流通関係、ホテル関係等経験はしています。今後は、いろいろな現場
で知識を高めていきたいと考えます。宜しくお願いいたします。

411-0934 駿東郡⾧泉町下⾧窪935番地の35 090-2688-1834 tatumidara1953@gmail.com

143 東部 渡辺 悦郎 ワタナベ エツロウ 男 小山町 S26 ふじのくに防災士 H22
無職（町議会 

議員）

元自衛官、現役当時から災害ボランティアとして活動し、退官後は地域防災活動を行って
いる。
主な災害派遣、奥尻、阪神淡路、中越、等

410-1431駿東郡小山町須走95-149 0550-75-2654 kintarou_oyama@orange.plala.or.jp

144 中部 石井 洋之 イシイ ヒロユキ 男 静岡市葵区 S21 ふじのくに防災士 H22 自営業

事業継続計画（BCP)策定支援を中心とした企業防災コンサルタントとして独立開業した。
企業防災の専門家として、平成12年5月まで静岡県BCP普及研究会副課⾧を歴任した。地
域防災にも専門的な知識を持つ。
企業防災の観点から地域防災との連携の重要性をアピールするｾﾐﾅｰの講師を多数経験して
いる。

420-0923静岡市葵区川合2-18-45 054-261-7740 jo2jno@mxy.mesh.ne.jp

145 中部 石上 憲一 イシガミ ケンイチ 男 静岡市葵区 S25 ふじのくに防災士 H26 会社員

静岡市水防団藁科川分団役員 水防団22年目
・台風ゲリラ豪雨による防災及び町内会の市民、町民の命、財産を守る任務を果たす事。
・前町内会⾧、現地区社会福祉協議会副会⾧の為特に子供、高齢者の為に考えていきた
い。

421-1215静岡市葵区羽鳥本町6-15
054-278-0035
090-9193-2079

146 中部 内野 善朗 ウチノ ヨシロウ 男 静岡市葵区 S32 ふじのくに防災士 H24 会社員

防災関連の建設コンサルタント業に従事しており、特に土砂災害等においては30年以上の
業務経験を有する（地すべり防止管理技士等の資格有り） 054-245-5103

147 中部 海野 憲一 ウンノ ケンイチ 男 静岡市葵区 S45 ふじのくに防災士 H23 会社員

148 中部 大槻 正広 オオツキ マサヒロ 男 静岡市葵区 ふじのくに防災士 H23 会社員

応急危険度判定士
被災度区分判定、復旧技術者、耐震診断士、会社で建築用機械を持ち合わせているので多
少の共助はできると思う。

420-0911静岡市葵区瀬名3-28-10 054-262-2277

149 中部 興津 喜徳 オキツ ヨシノリ 男 静岡市葵区 S20 ふじのくに防災士 H25 自営業

静岡市給排水指定工事店。静岡ガス登録店。
上記配管職歴48年（給水装置主任技術者、下水道排水設備工事責任技術者）また井戸工事
ポンプ類の職歴同等、溶接現場作業可能（免許有り）
石油機器技術管理士、2級ボイラー技師免許、大型・大型特殊免許、
危険物取扱者免許（2種第4類）、配管技能士、
この職業に関する重機（小型ユンボ）トラック、他工具類が多数あります。重機（オペ
レータ）配管（給水・排水・ガス・井戸）土木など技術・知識・道具などで社会に役立ち
たいと思います。

421-2124静岡市葵区足久保ロ組53-26 054-296-6605 okitsuhaikan@docom.ne.jp

150 中部 加藤 恒雄 カトウ ツネオ 男 静岡市葵区 ふじのくに防災士 H22 自営業

私の得意分野は、屋内機器・設備類の耐震固定です。床・壁・機器に穴を開けずに震度7
（X・Y・Z軸共に1000gal）に2分間以上、耐震可能な固定方法の提案及び施工することで
す。
最近では、日本最先端研究の第一人者である京都大学の山中先生のips細胞研究所内の屋内
機器の耐震固定を行う等、穴を開けると支障の有る特殊研究室内の施工を行っておりま
す。
協力できる分野は、絶対に穴を開けたくない室内の機器設備の耐震固定に関するアドバイ
スです。

151 中部 木下 宏一 キシタ ヒロカズ 男 静岡市葵区 S28 ふじのくに防災士 Ｈ29 アパート経営

初期消火・救出救護・可搬ポンプ取り扱い、消防団、自主防災会にて活動中。

静岡市葵区古庄3丁目20-39 054-261-3541 oyaji-odoru@softbank.ne.jp

152 中部 北原 晃一郎 キタハラ コウイチロウ 男 静岡市葵区 S45 ふじのくに防災士 H24

専門は臨床麻酔科医。
ふじのくに災害ボランティアコーディネーター認証、日本防災士認定、心肺蘇生法研修
DMAT養成研修、緊急被爆医療研修アマチュア無線3級、予備自衛官医官三佐、野外救急医
療研修、MIMMS受講、インシデントコマンドシステムｾﾐﾅｰ受講暦あり。

kkou@me.com

153 中部 京井 麻由 キョウイ マユ 女 静岡市葵区 S53 ふじのくに防災士 H24 パート 

乳幼児の防災・避難生活
体に負担の少ないだっこやおんぶの指導
防災セミナー（乳幼児の家庭対象）静岡県内・他県



地域防災人材バンク登録者名簿（在住市町 危機管理局等管轄順） 令和４年3月30日時点

自宅住所 自宅及び携帯電話番号 個人メールアドレス

公開希望による連絡先整理番号 管轄 氏   名 カ   ナ 性別 在住市町 生まれた年 知事認証の種別 取得年 職業 防災に関して 得意分野、経歴

154 中部 草野 恵子 クサノ ケイコ 女 静岡市葵区 S28 ふじのくに防災マイスター H23 開業助産師

助産師なぼで、助産（分娩介助）と母子保健指導（妊娠、出産、育児支援）の専門家であ
る。現在、一般社団法人静岡県助産師会の会⾧。静岡県助産師会は今年11月に静岡県地震
防災センターにおいてNPO法人だっことおんぶの研究所と共催で「幼い命を守る地震防災
フェアを行った。12月～2月は県内6か所において「幼い命を守る地震防災ｾﾐﾅｰ」を開催予
定である。ｾﾐﾅｰでは「助産師が伝える災害時の知恵ぶくろ」と題してミニ講座を行う予
定。

054-262-4979 kusano-j@extra.ocn.ne.jp

155 中部 栗田 仁 クリタ ジン 男 静岡市葵区 S24 ふじのくに防災士 H27 自営業

・建築士（一級）
・応急危険度判定士
・常葉大学造型学部 非常勤講師
・渡航歴70回
・フルマラソン完走10回

054-246-1990 765captain@gmail.com

156 中部 近藤 聡 コンドウ サトシ 男 静岡市葵区 S30 ふじのくに防災士 H19 公務員

・静岡県危機管理部に所属した際、危機管理、地域防災を担当。
  イメージトレーニング、DIGのファシリテーター経験あり
・阪神・淡路大震災、東日本大震災で支援活動に従事
・居住地の自主防災組織で防災活動に従事
・出版物:東京経済大学 吉井教授等と共著
 「図上演習入門（防災・危機管理の基本を学ぶ）」（内外出版）

054-252-0957

157 中部 坂井 孝浩 サカイ タカヒロ 男 静岡市葵区 S38 ふじのくに防災士 H26 会社員 onsenhanami@gmail.com

158 中部 杉山 貞利 スギヤマ サダトシ 男 静岡市葵区 S17 ふじのくに防災マイスター
H24

自営業

地震被災建物応急危険度判定士・静岡県耐震診断補強相談士、得意分野・・被災家屋の判
定調査活動、被災者支援の建築相談活動等経歴・・阪神大震災、新潟中越地震、能登半島
沖地震、新潟中越沖地震等で調査実施。

159 中部 杉山 聡 スギヤマ サトシ 男 静岡市葵区 S27 ふじのくに防災士 H28 会社員

・消火、救出、消防団で２５年活動、消火器、可搬ポンプの操作指導を実施。

420-0881静岡市葵区北安東２－１２－２７ 054-246-3970 masaki-s@violin.ocn.ne.jp

160 中部 杉山 徹 スギヤマ トオル 男 静岡市葵区 ふじのくに防災士 H24 公務員

平成20年度～平成23年度
県健康福祉部防災担当（災害救助法、被災者（自立）生活再建支援法、災害弔慰金・災害
障害見舞金等）
平成24年度～県中部危機管理局地域支援課（防災ゲーム等（DIG・HUG)等担当

161 中部 砂田 学 スナダ マナブ 男 静岡市葵区 S21
ふじのくに防災マイスター
ふじのくに防災士

H23
H25

・井宮学区連合自治会防災担当
・町内会にて防災講座実施 090-3850-0503

162 中部 園田 正世 ソノダ マサヨ 女 静岡市葵区 S42 ふじのくに防災士 H23 会社役員 

乳幼児の防災、避難生活
体に負担の少ないだっこやおんぶの指導
防災セミナー実績30回以上(2011年～）

163 中部 高柳 透 タカヤナギ トオル 男 静岡市葵区 S27
ふじのくに防災士
ふじのくに防災マイスター H27 無職

予防DIG(災害発生前の防災・減災対策）
土砂災害、内水氾濫、地震発生時の液状化現象について調べています。 t_takayanagi1952@yahoo.co.jp

164 中部 竹下 道男 タケシタ ミチオ 男 静岡市葵区 S24 ふじのくに防災士 H23 会社員

関係取得資格:技術士-建設、応用理学、総合技術管理部門、一級土木施工管理技術士、斜
面判定士、測量士、コンクリート診断士、CPD管理者
得意分野:地震、災害に対し防災・減災から被災地の調査・復旧対策についてソフト・
ハード両面からの技術的なアドバイスや提言が可能である。

cals_ec.michio.npo@camel.plala.or.jp

165 中部 藤浪 清 フジナミ キヨシ 男 静岡市葵区 S24 ふじのくに防災士 H26 自営業

静岡県ふじのくに災害ボランティアコーディネーター
応急手当普及員
学区防災副会⾧

420-0934静岡市葵区岳美12-37-103
054-247-7226
090-1982-9773

166 中部 間宮 康文 マミヤ ヤスフミ 男 静岡市葵区 S28 ふじのくに防災士 H30 会社員

SNSで組織化した市民ボランティアで行なう防災イベント（防災フェスタ・防災講座）に
よる防災・減災への啓蒙啓発への取組みと運営ノウハウ。過去７回の実施で延べ35,000人
動員

090-8955-8173 y-mamiya515@nifty.com

167 中部 簑田 智則 ミノダ トモノリ 男 静岡市葵区 S40 ふじのくに防災士 H28 会社員

駒形通５丁目２区 防災副部⾧
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、甲種防火管理者 mail@mizukamiya.net
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168 中部 村上 壽夫 ムラカミ トシオ 男 静岡市葵区 S29 ふじのくに防災士 H28 会社員

防災士として地区防災をライフワークとして啓発活動をしたい。

090-3557-9076

169 中部 森藤 卓郎 モリトウ タクロウ 男 静岡市葵区 S19 ふじのくに防災マイスター H24
会社員

地域防災、自主防災、住宅等建物の耐震診断及び耐震補強
足久保学区自治会副会⾧や町内会⾧などを経験してきたことから、地域や地元の立場に
立った自主防災の取り組みには大いに関心もあり、力を注ぎたいと考えています。現在、
静岡地裁、簡裁の調停委員(17年目）、専門委員としても微力を傾注しております。
元静岡県建築士事務所協会副会⾧、元静岡県建築士会常務理事

421-2124静岡市葵区足久保口組2810-
11

054-296-2433

170 中部 矢部 朱美 ヤベ アケミ 女 静岡市葵区 S45 ふじのくに防災士 H27 大学職員

日本防災士機構防災士登録。（2015年11月25日）

静岡市葵区新通

171 中部 山内 洸平 ヤマウチ コウヘイ 男 静岡市葵区 H4 ふじのくに防災士 H29 国家公務員

国土交通省の掲げる業務のうち道路に関する事項、災害対応係、静岡県BCP計画会員、国
の行政的視点から指導可能 054-250-8906

172 中部 山口 高史 ヤマグチ タカシ 男 静岡市葵区 S40 ふじのくに防災士 R1 会社役員

静岡県ボランティア協会会員
土土木建設業一級土木施工管理技士
防災士 日本防災士機構登録

080-3582-1673

173 中部 山西 倫裕 ヤマニシ ミチヒロ 男 静岡市葵区 S36 ふじのくに防災マイスター H22 自営業

ふじのくに災害ボランティアコーディネーター
「NPO 災害 医療 町づくり」チーム応急救護に所属しトリアージ緑タグ(軽傷者)の対応や
応急手当普及員として地域の講習に講師として参加。静岡市静岡防災アマチュア無線ネッ
トワーク、静岡市静岡医師会ハムクラブ協力会員に所属 (アマチュア無線3級)

174 中部 山本 真 ヤマモト マコト 男 静岡市葵区 S47 ふじのくに防災士 H25 会社員

H14 静岡県災害時ボランティアコーディネーター受講
以降 NPO日本救難バイク協会
   NPO災害・医療・町づくり
   DMAT支援隊静岡
   災害ボランティアコーディネーター静岡に所属し、
救助、応急手当、ボランティア本部立上訓練等の指導、県9・1防災参加、他のボランティ
ア組織や消防等との連携、組織内での訓練、会合等へ積極的に参加している。

420-0884静岡市葵区大岩本町22-10 090-8866-0689

175 中部 吉川 契子 ヨシカワ ケイコ 女 静岡市葵区 ふじのくに防災士 H25 公務員

理科教育の視点での防災教育

176 中部 荒木 久 アラキ ヒサシ 男 静岡市駿河区 S31 ふじのくに防災士 H23 自営業

私は建設業を営んでいます。建築に関する知識、技術を持ち合わせており発電機、チェー
ンソー、ジャッキ、バール等の道具を用意しています。
2011年4月15日から1ヶ月程仮設住宅の建設にも従事してきました。

422-8005静岡市駿河区池田1382-116 054-262-2815

177 中部 石野 一敬 イシノ カズヒロ 男 静岡市駿河区 S45 ふじのくに防災士 R3 自営業

２級建築士、福祉用具専門相談員、防災防犯リフォーム、電気工事業、建設業、不動産
業、インスペクション 054-204-5539

178 中部 石原 健一 イシハラ ケンイチ 男 静岡市駿河区 ふじのくに防災士 H23

災害ボランティア本部開設に向けて訓練を何回もやり
自然災害に備えています。 054-259-9262

179 中部 伊藤 博 イトウ ヒロシ 男 静岡市駿河区 S26 ふじのくに防災士 H26 会社員

静岡市災害ボランティアグループに所属
自分で、できることを人々に協力したいです。 422-8005静岡市駿河区登呂６丁目5－

31蔵敷マンション201号
054-287-5185
090-9355-7897

180 中部 岩﨑 秀敏 イワザキ ヒデトシ 男 静岡市駿河区 S39 ふじのくに防災マイスター H28 自営業

給水装置工事主任技術者、 日赤防災ボランティア、日赤安全奉仕団

090-2612-9920 2013hidesan@gmail.com

181 中部 大畑 康雄 オオハタ ヤスオ 男 静岡市駿河区 ふじのくに防災士 H23 無職

・災害ボランティアコーディネーター養成講座修了（H18,12静岡市⾧）
・普通救命講習修了（H23,7静岡市消防局⾧）
・ふじのくに防災士（H23,9県知事）
・防災士（H23,11,24認証、日本防災士機構）
◎H22,5月東日本大震災災害ボランティアに参加（岩手県山田町）
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182 中部 垣内 俊一 カキウチ シュンイチ 男 静岡市駿河区 ふじのくに防災士 H24 公務員

平成23～24年度まで県賀茂危機管理局局⾧として市⾧や教育機関、自主防などに講義、講
演を100回以上実施してきた。危機管理全般について対応できると考えている。
防災についてワークショップを行いながらわかりやすく参加者にかんがえてもらうノウハ
ウも取得している。
民間企業における技術者としての経験（音響メーカー設計）もあり通信や電気の知識もあ
る。

090-6654-2611

183 中部 金子 郁典 カネコ イクノリ 男 静岡市駿河区 S20 ふじのくに防災士 H26 自営業
422-8053静岡市駿河区西中原２－７－

８
080-7941-3225

184 中部 栗田 博之 クリタ ヒロユキ 男 静岡市駿河区 S16 ふじのくに防災士 H22 無職

阪神の被害状況と救助ボランティアの所感より
（1）家屋の耐震チェックと家具転倒防止、ガラス飛散防止を防災の基本に置く。
（2）200ｔｎ～1000ｔｎの製造設備の設置技術上事前の地盤調査。水脈調査は不可欠条
件。この経験、体験現在活かされている。
（3）電力と水を製造条件として大型精密機械の運用は過搬ポンプや消火に活かされてい
る。組織活動は天職です。
（補）1、DIG、HUGに精通すべく学ぶ、2、4級～3級無線資格25年上期取得予定

422-8017静岡市駿河区大谷2787-24 054-237-4805 h.kurita@cy.tnc.ne.jp

185 中部 小柴 教義 コシバ ノリヨシ 男 静岡市駿河区 S36 ふじのくに防災士 H27 会社員

LPガス販売事業に33年間たずさわって来ました。LPガス供給と保安についての知識と経験
があります。
また、新事業としてレトルト食品の配置販売をしており、災害時の備蓄食品についての知
識と経験があります。

090-7315-8972 n5487n.koshiba@docomo.ne.jp

186 中部 鈴木 智 スズキ サトル 男 静岡市駿河区 S44 ふじのくに防災士 H28 公務員

県議会議員として防災や危機管理について議論し、震災の現地に何度も行っており、現実
的な議論の材料を提供できる。

422-8041静岡市駿河区中田１－５－３０－３０２ 054-281-3715 mail@suzukisatoru.net

187 中部 永井 清広 ナガイ キヨヒロ 男 静岡市駿河区 S34 ふじのくに防災マイスター R1 公務員

・資格:作業療法士
・病院勤務をしていますが、地域リハビリテーションの一つの分野として、身近な地域で
住民として参加できればと思います。

kazabuki.924nagai@gmail.com

188 中部 永田 泰裕 ナガタ ヤスヒロ 男 静岡市駿河区 S48 ふじのくに防災士 R1 会社員

JAFで交通安全インストラクターをしております。災害の時に運転していたらどうしたら良
いのかや、道路交通について特に興味深く学ばせて頂きました。

189 中部 成田 由美子 ナリタ ユミコ 女 静岡市駿河区 S37 ふじのくに防災マイスター H23 会社員

2日間の研修を受けさせていただいただけなので、大したことはできませんが、やれること
はお手伝いしたいと思います。
介護福祉士、介護支援専門員、保育士の資格があるので、それにかんしてのことならば多
少詳しいつもりです。

054-285-8426
090-2687-9171

190 中部 仁科 満寿雄 ニシナ マスオ 男 静岡市駿河区 S28
ふじのくに防災士

R1
団体役員（職

員）

・危機管理業務全般を、県職員として実際に経験しています。
・賀茂危機管理局⾧、県理事(安全担当)、県消防学校⾧を務め、常に現場に身を置き、防
災、危機管理に向き合ってきた経験は、東日本大震災の現地隊⾧等。きっとお役に立てる
と思います。
・消防団、ボランティアに限らず、多くの皆さんと災害を乗り越えてきたネットワークも
今となっては、私の財産となっています。
・国際交流協会の勤務体験、協同組合のBCP取組も有ります。

090-6579-6011(個人携帯)

191 中部 原 毅 ハラ タケシ 男 静岡市駿河区 S49 ふじのくに防災マイスター H22 会社員

臨床検査技師として病院で勤務しています。（臨床化学、血液検査業務、採血担当）
社会福祉士の資格もありますが、活かしていません。
防災・危機管理の専門家ではありませんが、何かしら社会に貢献できればと考えます。

192 中部 原田 久仁一 ハラダ クニイチ 男 静岡市駿河区 S36 ふじのくに防災フェロー H27 公務員 静岡県防災関係部署の経験が⾧い、静岡県地震防災センター所⾧補佐として、センター事
業の企画・運営に従事した経緯あり。

193 中部 満岡 俊行 ミツオカ トシユキ 男 静岡市駿河区 S42 ふじのくに防災士 H28 会社員

ネットワークカメラによる映像監視

freaks.toshi@gmail.com

194 中部 諸橋 良 モロハシ リョウ 男 静岡市駿河区 S50 ふじのくに防災フェロー H23 公務員

・富士山スラッシュなだれ災害調査
・巴川を遡上した東北地方太平洋沖地震に伴う津波の挙動解析 422-8007静岡市駿河区聖一色25-2

195 中部 山内 浩平 ヤマウチ コウヘイ 男 静岡市駿河区 S19 ふじのくに防災士 H21 無職

DIG・HUGなど

422-8041静岡市駿河区中田2丁目3-7 054-281-6713 mtsan099030@cy.tnc.ne.jp
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196 中部 若海 貴宏 ワカウミ タカヒロ 男 静岡市駿河区 S43 ふじのくに防災士 H22 自営業

ふじのくに防災マイスター・ふじのくに災害ボランティアコーディネーター・応急手当普
及員・福祉用具専門相談員
〈所属団体〉
静岡県ふじのくに防災士会・NPO法人静岡県防犯アドバイザー協会・身近な応急手当

080-2617-1892 shizuokagensai@gmail.com

197 中部 渡辺 吉実 ワタナベ ヨシミ 男 静岡市駿河区 S39 ふじのくに防災士 H25 会社員

・静岡県地震被災建築物応急危険度判定士
・震災建築物の被災度区分判定復旧技術者
・静岡県耐震診断補強相談士
・ホームヘルパー2級
・福祉用具専門相談員

198 中部 鷲巣 裕行 ワシズ ヒロユキ 男 静岡市駿河区 S25 ふじのくに防災士 H24 会社員

静岡市消防団清水地区本部女性消防副分団⾧（団歴16年）
応急手当指導員として地域、団員etcに救命法、AED、三角巾など
指導しています。
上記の活動にプラスして防災の話ができればよいと考えています。

199 中部 赤堀 三代治 アカホリ ミヨジ 男 静岡市清水区 S26 ふじのくに防災士 H21 自営業

リスクマネージャー、リスクアドバイザーとして（リスクマネジメント協会日本支部認
定）、自営業者として全国レベルで活動しております。
http://infor-clip.269g.net/ 参照してください。ふじのくに防災士会幹事をさせて頂いて
おります。

424-0087静岡市清水区高橋5-11-5 090-1288-8954 m-a@msj.biglobe.ne.jp

200 中部 石田 民雄 イシダ タミオ 男 静岡市清水区 Ｓ24 ふじのくに防災士 Ｈ25 自営業

二級建築士、静岡県地震被災建築物応急危険度判定士、ＨＵＧ・イメージＴＥＮ指導講習
修了、応急手当普及員 ti-koubou@ft.dws.ne.jp

201 中部 今井 茂 イマイ シゲル 男 静岡市清水区 S22 ふじのくに防災士 H24 自営業

治山治水森林の保全管理他工場等の防火管理危険物取扱管理者、海外にて熱帯雨林の森林
調査、現在は二級河川の水周り（ごみと防災）勤労奉仕（ニューモラル＝老いてこそ輝い
て生きる）の一貫として、公道のごみひろい、住居前、街路樹の植樹と手入れ、巴川、静
鉄の鉄橋

424-0828静岡市清水区千歳町5-1新清
水ハイツ1006号

202 中部 奥村 浩 オクムラ ヒロシ 男 静岡市清水区 S20 ふじのくに防災士 H28 会社員

企業防災（BCP構築）

424-0932静岡市清水区南岡町７－２３ yama-8a2t1i2k@ny.tokai.or.jp

203 中部 川嶋 章弘 カワシマ アキヒロ 男 静岡市清水区 S27 ふじのくに防災マイスター H28 会社員

建築関係

424-0806静岡市清水区辻４－５－２６

204 中部 河西 美枝 カワニシ ヨシエ 女 静岡市清水区 S41 ふじのくに防災マイスター H25 准看護師

災害時の医療
災害看護、トリアージ
一次救命処置

205 中部 木下 一郎 キノシタ イチロウ 男 静岡市清水区 S39
ふじのくに防災マイスター
ふじのくに防災士

H23
H18

公務員

・公務として、平成９年度旧清水市河川課所属時代、県砂防課の補助事業にて市域ハザー
ドマップ作成業務に従事。
・（財）全国建設研修センターにて、平成21年度「大規模災害と緊急対応」－災害時に備
える戦略的ＢＣＰ－研修を修了。
・地域活動として、平成23・24年度清水区興津中町自治会役員兼第14町内会⾧、平成24
年度から興津中北自主防災会会計を務める。
・防災マイスターに関わる登録資格としては、測量士、陸上・海上各特殊無線技士を有し
提示。
・その他、防災関係では、土木技術者として静岡県被災宅地危険度判定士登録済み

206 中部 久保 育雄 クボ イクオ 男 静岡市清水区 S16 ふじのくに防災士 H11 自営業

石油工場での地震対策を計画、実施。中小企業での地震防災のコンサル実施
EA21審査人とコンサル、本ISO14001主任審査人、静岡県防災士会役員。 424-0811静岡市清水区ニの丸町1-11 054-365-9752

207 中部 栗田 正光 クリタ マサミツ 男 静岡市清水区 S32 ふじのくに防災フェロー H26 会社員

防災フェロー養成講座では、災害弱者の置かれる立場や行動と住居環境、特に子どもの視
点や介護、避難における居住空間のあり方に注目し、素人でも組立や分解を可能とする新
型木造空間について起震車による振動試験を実施し構築物の撓りや室内の人の動きを計測
確認した。
その結果、提案している新型木造空間の耐震性や地震時の人の動きに関して新たな知見を
得ることができ、これは新型木造空間の設計に有望と考えらえる。
今後、緊急時に備えた仮設空間の簡易組立式空間や間仕切についての提案や被災時におけ
るアドバイス等を建築設計の専門分野から伝える事が出来、自治防災や託児関係などで活
躍できると期待している。著書に「子どもが育つの家」（新風舎）があり、発達に応じた
子育てのポイントなど被災時に役立つ情報とリンクできると考えている。

424-0009静岡市清水区柏尾２０４－７ ggklid@gmail.com
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208 中部 源馬 裕子 ゲンマ ユウコ 女 静岡市清水区 ふじのくに防災士 H27 会社員

整理収納アドバイザーとして、ご家庭内の安全環境を整えるアドバイス、備蓄財や食材の
管理・収納のし方のアドバイス、セミナーが出来ます。

209 中部 笹瀬 進 ササセ ススム 男 静岡市清水区 S25 ふじのくに防災士 H29 会社員 静岡市清水区御門台8-1 1250302sin@gmail.com

210 中部 佐藤 義夫 サトウ ヨシオ 男 静岡市清水区 S22 ふじのくに防災士 R1 無職

海洋学（海洋化学）、環境分野（水質）、2012年３月東海大学海洋学部教授 退職
静岡県環境審議会委員、静岡市環境審議会委員等 090-8673-9935 y-sato5503@ft.dws.ne.jp

211 中部 佐津川 博昭 サツカワ ヒロアキ 男 静岡市清水区 S23 ふじのくに防災士
H20
H23

自営業 

静岡市清水区における海抜・等高線別津波浸水予想マップ等を自ら作製、清水区における
地震・津波災害避難経路等の考察。NHK等の抜粋津波報道映像により津波の真の姿と恐ろ
しさをパワーポイントにより地域住民、消防団員にお伝えいたしております。現在静岡市
消防団員、現在静岡市清水区「魚町自治会」副会⾧、地域町内会に組織された魚町自主防
災会昭和53年設立当初より防災隊員として参加、防災部⾧を歴任、地域防災訓練立案実施
を経験。

212 中部 佐藤 紀子 サトウ ノリコ 女 静岡市清水区 S41 ふじのくに防災士 H25 会社員

静岡市消防団清水地区本部女性消防副分団⾧（団歴16年）
応急手当指導員として地域、団員etcに救命法、AED、三角巾など
指導しています。
上記の活動にプラスして防災の話ができればよいと考えています。

nori.sfdo-28.@docomo.ne.jp

213 中部 杉村 晃一 スギムラ コウイチ 男 静岡市清水区
ふじのくに防災フェロー
ふじのくに防災士

H24
H17

公務員

水道防災に関する研修会講師・訓練等
直接対応、又は市町の担当部局を紹介

214 中部 髙野 啓 一 タカノ ケイイチ 男 静岡市清水区 S24 ふじのくに防災士 R2 無職

本年自治会⾧となり、自治会防災活動の活性化を図ろうと、防災士の講習を受講。一から
のスタートです。 
他資格:被災建築物応急危険度判定士

ki-24tkn26@hotmail.com

215 中部 高橋 義久 タカハシ ヨシヒサ 男 静岡市清水区 ふじのくに防災士 H20 会社員

事業継続計画（BCP)全般・静岡県ふじのくに防災士会BCP委員会委員⾧・実効性のある
BCP、連携BCPの支援・2/1.2/15静岡県経済産業部BCP講師 090-8337-6113 takahashi.bcp@gmail.com

216 中部 高柳 博 タカヤナギ ヒロシ 男 静岡市清水区 S29 ふじのくに防災士 H30 防災関係団体

元警察官

静岡市清水区由比東山寺559-11
054-375-4949
090-4790-0039

217 中部 内藤 正明 ナイトウ マサアキ 男 静岡市清水区 S18 ふじのくに防災士 H27 無職

町内自主防災会⾧

424-0932静岡市清水区南岡町６－１６

218 中部 平岡 裕可 ヒラオカ ユカ 女 静岡市清水区 S38 ふじのくに防災士 H26 自営業

町内防災委員

424-0024静岡市清水区八坂東2-6-13 090-5106-9905 yuka.pinecone0621@gmail.com

219 中部 平野 幸一 ヒラノ コウイチ 男 静岡市清水区 S32 ふじのくに防災士 H26 会社員

企業内で防災・リスク管理に従事

oiwake1205@gmail.com

220 中部 藤浪 俊夫 フジナミ トシオ 男 静岡市清水区 S29 ふじのくに防災士 H23 会社員

NPO日本救難バイク協会・DMAT支援隊静岡

221 中部 堀 芳廣 ホリ ヨシヒロ 男 静岡市清水区 S24 ふじのくに防災士 H24 自営業

① 化学企業での防災、危機管理、安全管理等の実務体験を積んだ。
② 中小企業の工場⾧統括者として防災安全管理を担い、基礎的な構築
と仕組み化を担った。
③ 地域社会での｢災害に強いまち｣･｢災害が起きても生き抜くには」
｢地域性を踏まえた防災活動｣･｢自らの命自らの地域を守るためには」等の課題に対する市
民懇話会「防災部会⾧」としてQC手法を活用した
防災力向上の『提言書』策定を果たした。
④ これら体験から防災士･防災アドバイザ-を志す。
⑤ 品質管理品質保証ISO-QMSの専門家であり、約13年余の奉仕地域活動が豊富で多くの
実績を積んでいる。自主防災より「自守防災」での防災力向上に向けた仕組み作りにお手
伝いできたら幸甚です。

090-6574-7337
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222 中部 真鍋 明宏 マナベ アキヒロ 男 静岡市清水区 S39
ふじのくに防災士
ふじのくに防災フェロー

H25
H26

会社員

日本リスク研究学会に所属。企業危機管理研究を30年続け、自動車部品メーカーの海外企
画、生産部門で勤務しており、生産士インストラクター、行政書士資格を有し、防災の
他、コンプライアンス等企業危機管理、海外危機管理も専門としています。日本リスク研
究学会、事業継続推進機構に所属しています。 424-0837静岡市清水区桜橋町8-1 054-366-0902 akihiro.manabe@nifty.ne.jp

223 中部 吉田 昌也 ヨシダ マサヤ 男 静岡市清水区 S43 ふじのくに防災士 H27 自営業 090-8324-7331

224 中部 池谷 俊裕 イケヤ トシヒロ 男 島田市 S30 ふじのくに防災士 H27 農業 427-0111島田市阪本3041 090-8153-5305

225 中部 伊藤 孝 イトウ タカシ 男 島田市 S42 ふじのくに防災士 H25 島田市議会議員

・OA機器のエンジニア経験がある為、通信系ネットワーク構築や
パソコン系知識あり 0547-38-2130

226 中部 太田 徳司 オオタ トクジ 男 島田市 S32 ふじのくに防災マイスター H23 自営業

志太建設士会 TOKAI-0特別委員会
東日本地震現地調査実施及び報告会開催（建築士会、地元住民）耐震診断及び補強工事実
績多数
応急危険度判定士一級建築士

427-0037島田市河原1-5-11-17

227 中部 梶山 克行 カジヤマ カツユキ 男 島田市 S37 ふじのくに防災士 H30 会社員

応急手当指導員
救急蘇生普及島田市連絡協議会会⾧

kajikun_em@yahoo.co.jp

228 中部 河原崎 聖 カワラザキ キヨシ 男 島田市 S39 ふじのくに防災士 H25 市議会議員

ふじのくに災害ボランティアコーディネーター
中越沖地震や東日本大震災の際には被災地に
ボランティアとして足を運びました。

427-0018島田市旭3丁目15-10 0547-36-0787 kawarazaki@thn.ne.jp

229 中部 齋藤 勝己 サイトウ カツミ 男 島田市 ふじのくに防災士 H23 公務員 

業務で防災講話、DIG,HUG実施 防災一般

230 中部 齋藤 直哉 サイトウ ナオヤ 男 島田市 S57 ふじのくに防災士 H29 自営業

島田青年会議所に在籍し、災害支援などの取り組みを行っています。             
大型特殊・けん引・フォークリフト・クレーン・玉掛けなどの免許あり。 bousaishi.renrakuyou.saito@gmail.com

231 中部 杉村 行子 スギムラ ミチコ 女 島田市 S30 ふじのくに防災士 H28 会社員

民生委員として地区の防災講座を実施、また、子育て支援でお母さんのための防災講座に
も取り組んでいる。 427-0015島田市高島町４－１０ 090-9027-4674

232 中部 園部 真由美 ソノベ マユミ 女 島田市 S49 ふじのくに防災士 H24 会社員

静岡県男女共同参画会議委員                                                                                               
静岡県男女共同参画広報誌ねっとわぁく編集員
島田市防災会議委員                                                                                                     
島田市ゆめみらい百人会議・防災分科委員                                                                                             
しまだ防災ねっと事務局⾧                                                                                                                
共同参画ワーキンググループ トゥルー・カラーズ・プランニング代表                                                                               
男女共同参画の視点と震災ボランティア等の経験を地域防災力向上に活かしたく、島田市
を中心に防災委員、ＨＵＧ講習、講話、手作り防災ずきん講座等をしています。                                                                                                                                                                                                                                                                

mayumi25ky77@hotmail.com

233 中部 田代 保廣 タシロ ヤスヒロ 男 島田市 S21 ふじのくに防災士 H25 自営業

◎得意分野 災害時における応急手当指導（防災講座に含む）災害者等の心に寄り添うカ
ウンセリング(PFA等）◎活動分野キャリアコンサルタント・産業カウンセラー民生委員・
児童委員・地域安全推進員（防犯）・社会教育委員・応急手当指導（地域、事業所、学校
等）・防災講座（町内会等）・会計・経営指導

427-0111島田市島田坂本１２６９－９ 090-1987-5879 tashiro@jasnet21.com

234 中部 服部 欣也 ハットリ キンヤ 男 島田市 S21 ふじのくに防災士 H30

防災士、自主防活動の改善

427-0018島田市旭３-５-33 amijiefubu@yahoo.co.jp

235 中部 松永 敏明 マツナガ トシアキ 男 島田市 S17 ふじのくに防災士 H25

鉄道電気関係技術職[設計・施工・保守（事故対応含）設計事務所]約40年、退職後、地域
において自主防災委員⾧、自治会⾧、運営所本部⾧等経験、地域防犯ぱとろーる隊員とし
て地域防犯活動に参加、予想される南海トラフ大地震に備えて、ふじのくに防災士、島田
市地域防災リーダーの認証を受け『イメージTEN』の普及、指導講習を修了しています。

427-0104島田市井口482
0547-38-1139
090-7689-6576

mat104@hyper.ocn.ne.jp

236 中部 安原 典子 ヤスハラ ノリコ 女 島田市 S46 ふじのくに防災士 R1 自営業手伝い

家業の歯科医院を手伝いながら、介護福祉士として施設でも就業しております。
猫３匹と暮らしながら、ペット同伴での避難について勉強中です。
防災士（ふじのくに・日本防災士機構）

427-0102島田市大柳南78-2 080-1602-2828
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237 中部 飯塚 知之 イイヅカ トモユキ 男 焼津市 S33 ふじのくに防災士 R2 事務員

居住地域の自主防災会に所属し、防災委員や救助隊員を経験
災害時ボランティアコーディネーター
東日本大震災ではボランティア活動を３回経験
元教員

o47i182c@sf.commufa.jp

238 中部 飯田 宗男 イイダ ムネオ 男 焼津市 Ｓ31 ふじのくに防災士 Ｈ29 会社員

焼津市災害ボランティアコーディネーター

焼津市北新田333の8

239 中部 五十嵐 清 イガラシ キヨシ 男 焼津市 S24 ふじのくに防災士 R1 自営業

高所作業主任者、木造建方主任者、アマチュア無線(JH2PPH)

焼津市柳新屋740 090-2938-9429 kiyoshi915@apost.plala.ne.jp

240 中部 池谷 守夫 イケガヤ モリオ 男 焼津市 S50 ふじのくに防災士 H26 会社員

消防団としての知識を活かしていきたいです。
（団員暦12年現副団⾧） 421-0212焼津市利右衛門849

241 中部 石田 敏広 イシダ トシヒロ 男 焼津市 S26 ふじのくに防災士 H30 無職 054-624-5057

242 中部 石原 洋彦 イシハラ ヒロヒコ 男 焼津市 S41 ふじのくに防災士 R1 会社員

企業の防災/防災管理業務に従事

焼津市三ケ名 050-3591-7570 hiro.bousai2020@gmail.com

243 中部 伊藤 玄哉 イトウ ゲンヤ 男 焼津市 S51 ふじのくに防災マイスター H24 会社員

社会福祉法人に勤務している相談員です。
資格は介護支援専門員をもっており、災害時や危機管理において、高齢者等の手助けがで
きればとおもっています。

244 中部 伊藤 弘泰 イトウ ヒロヤス 男 焼津市 S21 ふじのくに防災士 R1 無職

・油圧式掘削機、車両系建設機械  ・ガス溶接
・フォークリフト運転整備     ・移動式クレーン
・応急手当普及員         ・その他・・・農業 あとかたづけ

090-3511-4436

245 中部 今村 誠之祐 イマムラ セイノスケ 男 焼津市 S16 ふじのくに防災士 Ｈ29 無職

焼津市災害時ボランティアコーディネーターに所属。焼津市の各自治会へのＨＵＧの普及に努めている。

焼津市惣右衛門1162-9 054-623-0183 yaidu_imamura@yahoo.co.jp

246 中部 尾石 昭夫 オイシ アキオ 男 焼津市 S26 ふじのくに防災士 H20 市議員

静岡県ＢＣＰ研究会、BCAO事業継続推進機構（初級管理者、静岡地域勉強会、テロ対策
研究）、焼津市ボランティア・コーデーネーター顧問
焼津市内の自主防災組織、公民館、企業等で防災や危機管理の講演、指導・アドバイスを
行なっております。

054-627-4825

247 中部 小野 潔 オノ キヨシ 男 焼津市 S40 ふじのくに防災士 H26 会社員

・写真撮影による記録業務
・取材業務の経験有り
・オフロードバイクによる移動可能
 （日本一周経験あり）

090-9190-0998 xxxxxonoxxxxx@gmail.com

248 中部 甲斐 よしはる カイ ヨシハル 男 焼津市 S10 ふじのくに防災士 H23 無職

ふじのくに災害ボランティアコーディネーター
現在、私は焼津防災士委員会の会員です。この委員会では幼稚園や保育園で防災教育を
行っています。平成24年9月28日（金）焼津市立さつき幼稚園園児たちの避難訓練の後、
地震、津波の警報をきいての防災想定訓練と紙芝居「いなむらの火」等を見ながら話を
行った。
平成24年11月1日（木）焼津市立大井川保育園同じように、避難訓練と防災教育を行っ
た。これからは幼稚園、保育園や地域の子供会などを対象に防災教育を行っていきたい。

090-9838-5750 yo-kai@nexyzbb.ne.jp

249 中部 近藤 陽子 コンドウ ヨウコ 女 焼津市 S34 ふじのくに防災マイスター H24 会社員

現在、老人ホームで防火管理者の仕事もしています。
BCPづくりに取り組んでいます。 425-0081焼津市大栄町1-5-11

054-628-5830
090-8074-5993

250 中部 鈴木 敏子 スズキ トシコ 女 焼津市 S36 ふじのくに防災士 H27 会社員

① 緊急時の情報の伝達方法
② ㈱シティエフエム静岡勤務
  静岡市のコミュニティFM局に勤務 2014
  地域防災における情報の伝達

hachi8-4200g@ca.thn.ne.jp

251 中部 曽根 律 ソネ タダシ 男 焼津市 S46 ふじのくに防災マイスター H28 会社員

建設業に従事 災害応急対策の道路啓開、船舶に関する

tsone@hashimotogumi.co.jp
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252 中部 寺田 直哉 テラダ ナオヤ 男 焼津市 S49 ふじのくに防災士 H27 管理栄養士

災害時の栄養支援
日本栄養士会JDA-DATリーダー
静岡県栄養士会 静栄DAT ブロックリーダー(中部）

webmaster@shizu-eiyoushi.or.jp

253 中部 中村 晉也 ナカムラ シンヤ 男 焼津市 S22 ふじのくに防災士 H10 無職

ふじのくに災害ボランティアコーディネーター
企業防災 災害ボランティア shinya@aqua.ocn.ne.jp

254 中部 増田 雅彦 マスダ マサヒコ 男 焼津市 S31 ふじのくに防災士 H20 会社員

地域防災等でお役に立てるなら。
休日が不定期なのでなかなか参加が難しい。（行事予定が一ヶ月以上前よりわかっていれ
ば、予定に入れられる。）

090-9939-6452

255 中部 松永 史郎 マツナガ シロウ 男 焼津市 S26 ふじのくに防災士 H24 自営業

＊「地域防災」
＊焼津市災害時ボランティアコーディネーター（VC)
＊VCとして、災害救援ボランティアセンターの設立･運営に関与する業務全般に携わると
共に、HUGを通じて市内自主防災会を対象に避難所運営勉強会を開催中。

425-0014焼津市中里557-1 054-628-9955

256 中部 宮崎 正 ミヤザキ タダシ 男 焼津市 S28 ふじのくに防災マイスター H22 会社員

一級建築士
一級建築施工管理技士、静岡県地震被災建築物応急危険度判定士
阪神・淡路大震災時応急危険度判定経験有り
防災活動には協力いたしますが、防災訓練の指導等の経験はありません。

425-0075焼津市西焼津30-9 054-627-4851 master3838@ca.thn.ne.jp

257 中部 向坂 智子 ムコウザカ トモコ 女 焼津市 S44 ふじのくに防災士 H28 会社員

・「災害時の食事作り」「栄養摂取と体調管理」の講師をしている。
・応急手当普及員（救命講習インストラクター） 425-0035焼津市東小川２－３－５０ 054-626-5337 tomo_mukozaka@hot.mail.com

258 中部 村松 克哉 ムラマツ カツヤ 男 焼津市 S40 ふじのくに防災マイスター H24 自営 

一級建築士､地震被災建物応急危険度判定士、
高齢者対応住宅相談員

259 中部 鷲野 吉弘 ワシノ ヨシヒロ 男 焼津市 ふじのくに防災士 H20 無職

家具、家電の転倒防止に関する固定の部材や設置及び説明。
家具家電の転倒防止（固定）の必要性の説明会もやらせていただきました。
住宅用火災報知機、自治会と協力、大工さんと協力して、私たちの自治会内へ600以上取
り付けました。更に簡易トイレも自治会内、各家庭に普及させました。

425-0077焼津市五ヶ堀之内180-3
054-629-0806
090-7304-8338

251 中部 石神 寛子 イシガミ ヒロコ 女 藤枝市 S45 ふじのくに防災士 H21 大学職員

職場の大学において、防災委員を15年担当。
学生、教職員の参加を募った防災訓練を年１～２回ほど企画・立案し、開催実施してい
る。 hiroko-t@tsc.u-tokai.ac.jp

261 中部 稲熊 紀子 イナグマ ノリコ 女 藤枝市 S30 ふじのくに防災士 H27 会社員

現在藤枝市消防団女性消防隊に在籍しています。応急手当普及員を取得済。

080-4538-8307

262 中部 大石 勝野 オオイシ カツノ 男 藤枝市 ふじのくに防災士 H22 無職

専門や得意とする知識はありませんが、H18年より藤枝市町内会の
防災指導員になり、H22年にふじのくに防災士になりました。
防災災指導員になってから、防災学講座を年に6～7回／年に受講して新しい情報を得てい
ます。ボランティアコーディネーター藤枝に所属してコーディネーターの勉強をしていま
す。

426-0041藤枝市高柳1426 054-635-1852

263 中部 大平 益稔 オオヒラ ミツトシ 男 藤枝市 S44

ふじのくに防災士
ふじのくに防災マイスター
災害ボランティアコーディネー
ター

H30
H28
H28

会社員

作業療法士 第３級アマチュア無線防災ボランティア、赤十字防災ボランティア等

i1kurodai6e7i8@softbank.ne.jp

264 中部 岡村 龍行 オカムラ タツユキ 男 藤枝市 S31 ふじのくに防災フェロー H28 公務員

消防計画の作成等

426-0044藤枝市大東町998-6 054-635-5039

265 中部 奥平 央江 オクダイラ ヒサエ 女 藤枝市 S20 ふじのくに防災士 H20 会社員

ふじのくに災害ボランティアコーディネーター
防犯アドバイザー
元、救急救命指導員、元民生委員、元保健委員、
現、防犯アドバイザー中部支部⾧、
話し相手ボランティア“えがお”会員、保護司
地域で子供を育てる会、志太わくわくクラブ代表、志太ふれあいサロン代表
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266 中部 小野 光男 オノ ミツオ 男 藤枝市 S21 ふじのくに防災士 H28 無職

情報通信

426-0078藤枝市南駿河台５－４－５ 054-641-5253 mono.545atk@hw.tnc.ne.jp

267 中部 熊切 明美 クマキリ アケミ 女 藤枝市 S41 ふじのくに防災士 H26 団体職員 akerin_ku@yahoo.ne.jp

268 中部 栗山 明夫 クリヤマ アキオ 男 藤枝市 S26 ふじのくに防災士 H24 無職

応急手当普及員、市民トリアージ普及委員の資格を取得して小中学校、町内会養護施設な
どで講習会を実施
ふじのくに災害ボランティア、ふじのくに地域防災指導員の知識を生かし講習会を実施、
消防設備士取得済み、消防設備点検資格者の資格有

090-9178-3797 a-kuriyama@i.softbank.jp

269 中部 小林 晃子 コバヤシ テルコ 女 藤枝市 S47 ふじのくに防災マイスター H23 会社員

業療法士として勤務しております。
職場周辺…その他において障害をもたれている方の環境調整その他のコーディネート活動
を手伝う事ができると思います。
静岡県作業療法士会 会員

270 中部 田端 勉 タバタ ツトム 男 藤枝市 S19 ふじのくに防災士 H25 無職

東日本大震災後から定期的に支援に出掛けております。支援しながら現地で防災研修会を
開催し、多くの教訓を学び地域防災に取り入れております。被災地に出掛ける事15回にも
なり、その間に静岡県小さな親切運動本部より２度表彰されております。 054-635-5907

265 中部 中嶋 隆 ナカジマ タカシ 男 藤枝市 S24 ふじのくに防災士 H26 無職

元気象庁職員（東海地方、甲信地方の防災気象情報の作成・発表を担当）
元静岡県地震防災センター地震防災アドバイザー
気象予報士、ふじのくに防災士、日本防災士機構防災士 藤枝市 090-9123-0906 t-nakajima@ab.thn.ne.jp

272 中部 野村 利雄 ノムラ トシオ 男 藤枝市 ふじのくに防災士 H24 無職

防犯関係（県防犯ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ）

426-0078藤枝市南駿河台5丁目9番2号

273 中部 ⾧谷部 保 ハセベ タモツ 男 藤枝市 S25 ふじのくに防災士 Ｈ29 眼科職員

災害ボランティアコーディネータ藤枝、防災会⾧、ＮＰＯ法人災害医療町づくり参加、東
日本大震災より５年間現地支援活動 藤枝市東町５番１９号 054-644-1951 temP33437348@ab.thn.ne.jp

274 中部 平野 茂雅 ヒラノ シゲノリ 男 藤枝市 S14 ふじのくに防災士 H25

ふじのくに災害ボランティアコーディネーター特に専門分野はありませんが、救命講習イ
ンストラクター（応急手当普及員）平成13年12月より民生委員・児童委員を委嘱されてい
るが、その立場で地域でどのようなことができるのかを、現在「災害ボランティアコー
ディネター藤枝」の活動のなかで模索している最中です。

426-0001藤枝市仮宿710-47 054-646-1047 shigenori8406@hyper.ocn.ne.jp

275 中部 藤田 通孝 フジタ ミチタカ 男 藤枝市 S52
ふじのくに防災フェロー
ふじのくに防災士

H25
H26

公務員

日本防災士機構防災士（平成26年度）平成15年4月入庁。危機管理部へは平成23年度に防
災通信課配属され、平成25年度より現職。今年3月に自治体や企業等で災害に関する実務
に従事している者を対象に、災害発生後の「危機管理ノウハウ」にとどまらず、災害の事
前予防を目指し、地域の災害特性を理解し、災害に関わる科学的情報を読み解ける、実践
的応用力を身につけた人材として「ふじのくに防災フェロー」に認定される。現在は中部
危機管理局管内の各市町において防災講話や地震体験活動を通じて防災啓発活動を行って
いる。

276 中部 松浦 孝一 マツウラ コウイチ 男 藤枝市 ふじのくに防災士 H23 無職

現在、藤枝市災害ボランティアコーディネーター（VCF）の
一員として活動中 426-0041藤枝市高柳2-5-31

275 中部 村松 成二 ムラマツ ジョウジ 男 藤枝市 S40 ふじのくに防災士 R3 自営業

甲種防火管理者
第４級アマチュア無線技士 藤枝市田沼３-４-25

276 中部 村松 みつ江 ムラマツ ミツエ 女 藤枝市 ふじのくに防災士 R3 無職

・ふじのくに災害ボランティアコーディネーター（平成24年）
・ふじのくに地域防災指導員（平成26年）
・現在災害ボランティア・コーディネーター藤枝（VCF）所属

藤枝市大東町478
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279 中部 八木 とし江 ヤギ トシエ 女 藤枝市 S20 ふじのくに防災士 H25 自営業

・日赤奉仕団藤枝支部 アドバイザー協会（寸劇、紙芝居）
・東北支援活動（癒し活動、ハンドマッサージ、紙芝居、話し相
 手）
・地区のボランティア（サロン）
・社会福祉協議会ボランティア（キー防隊） 犬の散歩、草取り    
 部屋掃除、買い物など
・女性のための防災、減災リーダー養成講座 26年9月28日
・青パト 26年10月16日

426-0002藤枝市横内72-1 090-8133-8507

280 中部 矢島 秀和 ヤジマ ヒデカズ 男 藤枝市 S43 ふじのくに防災士 H30 会社員

工場建屋及び設備の仕事をしています

hidorajin030303@softbank.ne.jp

281 中部 吉田 富美 ヨシダ フミ 女 藤枝市 S37 ふじのくに防災士 H26 無職

静岡県ふじのくに防災マイスター(平成27年2月）
静岡県ふじのくに地域防災指導員（平成26年）
静岡県ふじのくに災害ボランティアコーディネーター（平成24年）
災害ボランティアコーディネーター静岡と藤枝に所属。
（2002年サッカーＷ杯、花博、国体などイベントボランティア経験あり、エコパにてエコ
パサポーターで登録）
2011.3.11震災に影響うけ、防災、災害に興味を持ち勉強中です。

054-644-3349
080-5114-2524

un_chi-723-4989@rx.tnc.ne.jp

282 中部 吉田 令子 ヨシダ レイコ 女 藤枝市 S30 ふじのくに防災士 H30 無職

・防災士
・ふじのくに防災士
・藤枝災害支援ネットワーク代表

054-643-2668
090-5103-6910

283 中部 西原 讓 ニシハラ ユスル 男 牧之原市 S24 ふじのくに防災士 H30 無職

現在地元自治会自主防災委員
防災士（日本防災士機構）
危険物取扱乙種

牧之原市地頭方939-1 0548-58-0287 yuzz@sky.plala.ne.ne.jp

284 中部 田村 康宏 タムラ ヤスヒロ 男 牧之原市 S45 ふじのくに防災マイスター H24 介護福祉士

応急手当普及員、上級救命講習、甲種防災管理、防災管理、介護職として福祉の観点より
防災に取り組んでいます。 0548-22-7512

285 中部 上村 道徳 ウエムラ ミチノリ 男 吉田町 ふじのくに防災士 H23 自営業

（1）町民に対する危機意識の啓発
（2）災害時における避難誘導、救助（自衛隊生活34年の経験を活用）
（3）避難所運営（自治会役員とし、自己啓発にはじめた。

421-0303榛原郡吉田町片岡156-4

286 中部 大石 修三 オオイシ シュウゾウ 男 吉田町 S27 ふじのくに防災士 H18 会社員 

「家具転倒防止及び病院・学校・事業所等における固定」静岡県地震防災センター「社会
人向け夜間防災講座」講師他、県内外において自主防・社会福祉協議会、津設労働組合。
災害ボランティアの会合等において家具固定の必要性、具体的な取付方法等のお話をして
おります。

287 中部 大石 優司 オオイシ ユウジ 男 吉田町 S25 ふじのくに防災士 H22 自営業

静岡県防災用品普及促進委員会 会員
社内に防災館 そなえ を3月にオープンしました。
家具家電製品、事業所の設備固定等転倒防止器具の開発販売、施工の仕事をしています。
家具固定、簡易トイレ、食料品の備蓄 講演

288 中部 進士 祐介 シンジ ユウスケ 男 吉田町 S47 ふじのくに防災フェロー H26 公務員

自主防災組織の調査・研究

adraham@dream.ocn.ne.jp

289 中部 松本 浩美 マツモト ヒロミ 男 吉田町 S50 ふじのくに防災マイスター H26 公務員

平成12年 看護師免許取得
平成13年 ３学会合同呼吸療法士資格取得
平成21年 全国災害拠点病院等災害医療従事者研修受講
平成25年 日本看護協会 小児救急看護認定看護師資格取得

現在、小児救急看護師として小児・成人混合病棟に勤務している。
災害時、弱者になる恐れがある子どもに視点をあて、
県内の皆様に災害時の対応等を話すことはできると思います。

290 西部 伊藤 正秀  イトウ マサヒデ 男 浜松市中区 S22
ふじのくに防災マイスター
ふじのくに防災士

H22
H17

自営業

消防官として防火・防災の予防査察、訓練指導、建築確認・検査。地域では住民・自主防
災隊等に予防及び訓練指導、BCP指導者養成受講、経験を生かして地域防災活動支援、企
業等に防火、防災初期活動の動作からBCP・BCM、危機管理の普及や消防訓練計画、訓練
の実施指導や相談を行い地域防災に協力、貢献活動を実施する。

432-8002浜松市中区富塚町919番地の
164
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291 西部 井ノ口 裕康 イノグチ ヒロヤス 男 浜松市中区 S47 ふじのくに防災マイスター R1 建設業

建設業に勤めているので、重キ等の免許を取得している。

432-8023浜松市中区鴨江３丁目35-4

292 西部 岡本 晃志 オカモト コウジ 男 浜松市中区 S31 ふじのくに防災士 H22 自営業 

緊急時用簡易トイレの企画・製造・販売をしています。
静岡県防災用品普及促進協議会 会員

293 西部 小栗 則利 オグリ ノリトシ 男 浜松市中区 S27 ふじのくに防災士 H26 無職

衛生管理者免許・電信・電話級アマチュア無線免許
普通救命講習修了・福祉有償輸送運転者技能講習修了
（元）静岡県少年指導員・消防第10分団委員
小学校PTA会⾧・高等学校父母の会会⾧
（現）自治会副会⾧ 自主防災隊担当

433-8114浜松市中区葵東1-8-12
053-437-4795
090-8861-6584

294 西部 桐井 晶 キリイ アキラ 男 浜松市中区 S28 ふじのくに防災マイスター H22 会社員

建築業務（1984年以降28年経過、一般住宅、
鉄骨建築などを施工、現在継続中） 430-0944浜松市中区田町132-28 053-452-2227

295 西部 佐藤 隆是 サトウ タカユキ 男 浜松市中区 S47 ふじのくに防災マイスター H26 自営業

私は防災科学研修所主催のe防災マップコンテストにおいて、2度、優秀賞を受賞しており
ます。地域住民と行政などとの連携により、防災マップを作成することで地域の防災意識
向上に貢献しています。土地家屋調査士の専門性を活かした活動をしています。

430-0947浜松市中区松城町203-6ビー
フリー201

053-462-5757 NQD37176＠nifty.com

296 西部 露木 利行 ツユキ トシユキ 男 浜松市中区 S52 ふじのくに防災マイスター H26 自営業

特定社会保険労務士として、多くの企業と従業員の身も守るための管理を提案していま
す。 053-415-9947

297 西部 仲元 槙吾 ナカモト シンゴ 男 浜松市中区 S33 ふじのくに防災士 H28 会社員

IT利用支援
標準化（しくみ、規定、ルール、マニュアル作成） 090-1754-7197 hookin@mail.goo.ne.jp

298 西部 本田 彰 ホンダ アキラ 男 浜松市中区 S28
ふじのくに防災士
ふじのくに防災フェロー

H27
H28

公務員

静岡県地震防災センター地震防災アドバイザー
元気象庁職員（元津、岐阜地方気象台⾧）東海・関東・北陸地方の気象防災全般
気象予報士、日本防災士機構防災士

yamato-jma8133@ivory.plala.or.jp

299 西部 牧野 勝哉 マキノ カツヤ 男 浜松市中区 S31 ふじのくに防災士 H23 会社員

消防団歴３０年
民生児童委員 090-3381-6648

300 西部 山下 亮 ヤマシタ リョウ 男 浜松市中区 S50 ふじのくに防災士 R2 自営業

甲種防火管理者  救命救急講習終了  危険物取扱者  静岡県バーベキュー協会 浜松
支部⾧
などの知識と経験を生かした活動が得意です。近年では防災バーベキューにも力を入れて
います。

studiorjpn@gmail.com

301 西部 山本 規子 ヤマモト ノリコ 女 浜松市中区 S25 ふじのくに防災士 H27

浜松市環境学習指導者
応急手当普及員
浜松市消費者団体連絡会（消費者グループはままつ）

433-8122浜松市中区上島3丁目14-6 053-463-0457

302 西部 磯部 茂明 イソベ シゲアキ 男 浜松市東区 Ｓ32
ふじのくに防災士、ふじのくに
災害ボランティアコーディネー
ター       

Ｈ24H29 自営業

浜松市東区災害ボランティア連絡会所属、単位自治会への自助・共助のアドバイス、避難
所立ち上げについて事前協議へのアドバイス 浜松市東区薬師町 090-7869-3394 yamakawago3@docomo.ne.jp

303 西部 鈴木 三雄 スズキ ミツオ 男 浜松市東区 S34 ふじのくに防災マイスター H22 会社員

資格 応急危険度判定士
応急危険度判定士の為、災害時にはまず家屋、避難場所の判定を行います。
東区災害ボランティアコーディネーターとして打ち合わせに参加しています。

053-464-5410

304 西部 高橋 聡 タカハシ アキラ 男 浜松市東区 S37 ふじのくに防災士 H23 会社員 

資格（消防設備士乙６、危険物取扱者乙全種、応急手当普及員）
放射線計測および電気関係（仕事上の専門）
前天王町東自主防災隊⾧

305 西部 高橋 伸枝 タカハシ ノブエ 女 浜松市東区 S41 ふじのくに防災士 H26

クロスロードの問題をつくることが好きです。障がいのある方の支援の仕事をしており、
そういう方やご家族の目線で何かできればとも思っています。また、静岡県青少年上級指
導者の資格も保有し、焼津青少年の家の主催事業のお手伝いも20年以上させていただいて
います。子供向けの防災教室等もやれるようになりたいです。

053-460-5850

306 西部 永冨 康雄 ナガトミ ヤスオ 男 浜松市東区 S56 ふじのくに防災士 H28 公務員

消防職員として携わりたい。

an-unyielding-spirit-r.y@docomo.ne.jp
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307 西部 松井 伸行 マツイ ノブユキ 男 浜松市東区 S43 ふじのくに防災士 H28 自営業

「命を守るための地震・津波防災を専門に活動中」

080-5138-3411

308 西部 山本 純也 ヤマモト ジュンヤ 男 浜松市東区 S58 ふじのくに防災士 H28 自営業

・アウトドアインストラクターとして活動中。
・ラフティングガイドの知識・経験を伝える、川で安全講習を学校等で指導。 090-9912-6116 yanju@hotmail.com

309 西部 渡邉 潤 ワタナベ ジュン 男 浜松市東区 S37 ふじのくに防災士 H28 法人職員

災害時の食支援
日本栄養士会 災害支援チームリーダー
静岡県栄養士会 災害支援チーム 西部ブロックリーダー

310 西部 石津 幸子 イシヅ ユキコ 女 浜松市西区 S48 ふじのくに防災士 H27 パート 

ケアワーカーとして療養病棟勤務（パート職員）
浜松市消防団 団員
静岡県ふじのくに防災士
応急手当普及員・日本赤十字社救急法救急員
AHA BLSヘルスケアプロバイダー

yuki.luckyegg@gmail.com

311 西部 原田 勝弘 ハラダ カツヒロ 男 浜松市西区 S39 ふじのくに防災マイスター H22 自営業

建築全般（設計･施工）耐震補強診断士・応急危険度判定士
浜松市建築行政課と応急危険度判定士協議会を推進

312 西部 細倉 和樹 ホソクラ カズキ 男 浜松市西区 S52 ふじのくに防災士 H24 公務員

応急手当普及員・静岡県文化財等救済支援員（被災文化財救済ボランティア）
ふじのくに防災士（静岡県防災士）”第75号”
防災士（日本防災士機構）”登録ナンバー055653”

313 西部 吉山 初代 ヨシヤマ ハツヨ 女 浜松市西区 S19 ふじのくに防災マイスター H22 介護福祉士

介護福祉士、社会福祉主事として相談、その他日常生活面の
分野における支援のお手伝いができればとおもいます。 432-8005浜松市西区神ヶ谷町8125

314 西部 結城 由行 ユウキ ヨシユキ 男 浜松市西区 S18 ふじのくに防災士 H26 自営業

静岡県ふじのくに防災士、静岡県ふじのくに災害ボランティアコーディネーター
防災士(日本防災士機構)
上級救命講習修了

431-1113浜松市西区古人見町１５３８
－７

053-485-3800 n10nxwd2b1@hi3.enjoy.ne.jp

315 西部 鈴木 直之 スズキ ナオユキ 男 浜松市西区 S29
ふじのくに災害ボランティア
コーディネーター
ふじのくに防災士

H23

H27
無職

浜松市災害ボランティア連絡会 代表
防災士（日本防災士機構）
静岡県ふじのくに防災士
静岡県ふじのくに災害ボランティアコーディネーター
浜松市社会福祉協議会と共に災害ボランティアコーディネーターとして活動しています。
個人的に小中学校などの防災講座など防災減災の啓発活動も行っています。

316 西部 神村 典浩 カミムラ ノリヒロ 男 浜松市南区 S42 ふじのくに防災フェロー H24 公務員

県危機管理部原子力安全対策課で原子力防災にかかる業務に従事
技術士（原子力・放射線部門）

317 西部 國井 良子 クニイ リョウコ 女 浜松市南区 S47 ふじのくに防災フェロー H26

ふじのくに防災士、ふじのくに災害ボランティアコーディネーター
子育て情報誌「浜松こども情報」編集メンバー
静岡県男女共同参画広報誌「ねっとわぁく」編集員
高齢者施設にて高齢者・地域住民を対象に防災講座開催

080-5295-7965 kodomojouhou@gail.com

318 西部 栗田 満雄 クリタ ミツオ 男 浜松市南区 S27 ふじのくに防災マイスター R1 自営業

災害前後のお金の管理
損害保険、公的補償等
FP１級技能士

浜松市南区東若林町1135-1

319 西部 永田 知子 ナガタ トモコ 女 浜松市南区 S43 ふじのくに防災士 H26 無職

ふじのくにボランティアコーディネーター認定（平成26年度）
自然保護団体に所属し、ボランティアとして活動しています。
日本赤十字社の安全奉仕団としても活動しているので防災ボランティアのみならず救急法
救急員としての知識も生かして活動できます。

435-0035浜松市南区西伝寺町108 
コーポアベニュー202号

053-463-3253

320 西部 平林 卓倫 ヒラバヤシ タカミチ 男 浜松市南区 S37 ふじのくに防災士 H23 会社員 

小中高生に対し防災に関する教育のお手伝いがあればと考えています。
053-425-3692
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321 西部 安間 久人 アンマ ヒサト 男 浜松市北区 S37 ふじのくに防災士 H26 会社員

災害ボランティアは、2011年の東日本大震災からで、とりわけすごい経歴があるわけでは
ありませんが、ボランティア活動と、関連した講習会で得た知識と経験をもとに、地震を
中心とした防災の啓蒙活動に少しでも人の役に立ちたいと思い、現在、浜松市北区災害ボ
ランティアコーディネーター連絡会に入会し活動しております。

090-4216-4874 hm-anma@po3.across.or.jp

322 西部 石原 勝 イシハラ マサル 男 浜松市北区 S19
ふじのくに防災士

H26 無職

かつて消防設備業に従事 退職後 地域防災、減災活動を広めながら、防災意識の向上に
繋がるソフト面を広めていきたい。
現在は、地域で災害ボランティアのお手伝いをしています。

323 西部 遠藤 浩之 エンドウ ヒロユキ 男 浜松市北区 S38 ふじのくに防災士 H25 会社員

経歴等:作業療法士
    （一般社団）日本作業療法士協会 災害対策室 室員

324 西部 岡島 泰三 オカジマ タイゾウ 男 浜松市北区 S23 ふじのくに防災士 H23

得意分野:地域防災、企業防災、障害者支援
資格等:危険物免許（甲種）、公害防止管理者（大気、水質）、高圧ガス保安責任者免
許、毒劇物取扱免許等

053-542-1628 taiokajima@ybb.ne.jp

325 西部 柴田 俊 シバタ シュン 男 浜松市北区 S56 ふじのくに防災士 H28 公務員

消防の視点から防災のあり方、関わり方について活動したい。

mametaro007@gmail.com

326 西部 杉本 洋子 スギモト ヨウコ 女 浜松市北区 S26 ふじのくに防災マイスター H27

介護福祉士、社会福祉主事

327 西部 杉本 洋子 スギモト ヨウコ 女 浜松市北区 S26 ふじのくに防災士 H28 自営業

介護福祉士 

090-8188-9731

328 西部 竹内 孝彰 タケウチ タカアキ 男 浜松市北区 S57 ふじのくに防災士 H28 会社員

・第二級アマチュア無線技士、日本赤十字 災害ボランティア地区リーダー
・浜松市北区災害ボランティアコーディネーター連絡会 jo2uym@helen.ocn.ne.jp

329 西部 波多野 恵子 ハタノ ケイコ 女 浜松市北区 S31 ふじのくに防災士 H26 無職 431-2102浜松市北区都田町7715-112 053-428-2263 Tms.hide.kei@po3.across.or.jp

330 西部 古澤 裕子 フルサワ ヒロコ 女 浜松市北区 S26 ふじのくに防災士 H28 無職

ボーイスカウト活動、ネイチャーゲーム指導者活動

431-1304浜松市北区細江町中川888ー404 053-477-2825 cutyhiroko@sf.commufa.jp

331 西部 松井 常光 マツイ ツネミツ 男 浜松市北区 S27 ふじのくに防災士 R3 会社員

建築、土木技師です。

090-4864-1222

332 西部 宮津 大虎 ミヤヅ ダイゴ 男 浜松市北区 S61 ふじのくに防災士 R1 会社員

2017年度より消防団へ入団し、地域防災活動に取り組んできました。

090-8157-4448

333 西部 村岡 健史 ムラオカ タケシ 男 浜松市北区 S54 ふじのくに防災マイスター H22 教員 

リハビリテーションの専門職である作業療法士として医療福祉分野に関わってきた．現在
は一般社団法人 静岡県作業療法士会の災害対策委員⾧を務めている．
東日本大震災では釜石市災害対策本部保健医療班リハビリチームとして避難所および仮設
住宅を巡回した．

334 西部 山岡 美須永 ヤマオカ ミスエ 女 浜松市北区 S27
ふじのくに防災士
ふじのくに災害ボランティアコーディネー
ター

H23
H9

公務員（非常勤
職員）

減災啓発、被災時の食、住などに関して講義「実践型」 要望に応じ、HUG、DIG、クロ
スロードゲーム、子供用すごろく（4畳大）、災害食調理などを織り交ぜ講座をすすめま
す。（対象）地域防災訓練、自主防災、社協講座、地区社共、学校授業教育、放課後児
童、公民館、各種サークル、女性団体、子育てパパ、ママ、幼児、障害者サークル他、講
演会等

090-2570-8739 misue-y@silk.plala.or.jp

335 西部 北 重方 キタ シゲカタ 男 浜松市北区 S22 ふじのくに防災士 H26 法人職員

ふじのくにボランティアコーディネーター
浜松市北区災害VC連絡会にて活動し、自主防災活動の支援、地域社会・企業との連携し積
極的に啓発・訓練・研究活動を展開していきたいと考えています。

090-7049-4052 shigekata-194704@docomo.ne.jp

336 西部 野中 浩和 ノナカ ヒロカズ 男 浜松市浜北区 S30 ふじのくに防災士 H28 会社員

企業防災
企業防災担当として培ってきた知識を少しでもお役立てさせていただきたい。 434-0002浜松市浜北区尾野４３８ 090-4088-6267 syuro0426@gmail.com
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337 西部 波多野 友美 ハタノ トモミ 女 浜松市浜北区 S49 ふじのくに防災士 R1 自営業

自営業にて個人宅や事業所の片付けアドバイスや、セミナー講師、新築予定客の収納レイ
アウト提案や収納家具設計をしております。現在お住いの家はもちろん新築宅への防災を
意識した収納提案が得意分野です。場面に応じた防災用品の揃え方、防災用品を置く場所
のご提案、防災食の揃え方やパッククッキング等の防災食の作り方（座学のみ）講座も可
能です。精神疾患や発達障がい分野の心理カウンセラー資格所有。

kurashi-kusuri@outlook.jp

338 西部 松本 昌久 マツモト マサヒサ 男 浜松市浜北区 ふじのくに防災士 H24 団体職員

施設職員（老人ホーム）として毎月防災訓練を行っています。地域の方や施設利用者、職
員への啓発活動を行ってまいります。 434-0045浜松市浜北区内野台3-12-17 tunnmaa2@hotmail.com

339 西部 鈴木 忠志 スズキ タダシ 男 浜松市浜北区 S24 ふじのくに防災士 H26 自営業

防火管理者

434-0026浜松市浜北区東美薗1296-2 053-586-0539 tadashi-papa-8.31.@docomo.ne.jp

340 西部 坪井 俊介 ツボイ シュンスケ 男 浜松市天竜区 S49 ふじのくに防災士 H28 自営業

消防団に在籍、１５年間地域の防災活動に従事してきた。地域防災力の向上や住民の防災
意識の啓発に取り組んでいる。 431-3314浜松市天竜区二俣町二俣１３６０ 090-7859-3094 aikawa_nof@yahoo.co.jp

341 西部 青島 晃 アオシマ アキラ 男 磐田市 S29 ふじのくに防災フェロー H23 教員 

専門分野:歴史地震 静岡県西部地域に被害を及ぼした歴史地震について研究している。
特に発生当時，戦争中であった昭和東南海地震（1944）については，聞き取り調査を実施
し，液状化などの地盤災害と地質との関係を明らかにした．また，堆積物中に残された歴
史地震の痕跡に注目して，噴砂跡や津波堆積物などを地質学的手法により解明している．

342 西部 青島 達広 アオシマ タツヒロ 男 磐田市 S36 ふじのくに防災フェロー H24 公務員

 専門は特にありません。地域の防災力（特に自助）が推進されることと子供が自然災害
からの被害を受けることが少なくなることを望みます。

343 西部 江塚 学 エヅカ マナブ 男 磐田市 S39 ふじのくに防災士 H30 市議会議員 磐田市鎌田2017 090-7868-1620 m-edk2017@docomo.ne.jp

344 西部 齋藤 久美子 サイトウ クミコ 女 磐田市 S43 ふじのくに防災士 H28

「いわた防災ママプロジェクト」で活動している。

345 西部 鈴木 彰二 スズキ ショウジ 男 磐田市 S22 ふじのくに防災士 Ｈ29

地域づくり協議会（小学校区・全12自治会）防災部会⾧、防災士

0538-33-0165 meguone@quartz.ocn.ne.jp

346 西部 鈴木 猛 スズキ 男 磐田市 Ｓ27 ふじのくに防災士 Ｈ29 アルバイト 0538-58-1231

347 西部 鈴木 弥栄子 スズキ ヤエコ 女 磐田市 S38 ふじのくに防災士 H28 NPO

小さな子供のいる母親向けの防災出前講座を実施。
防災エコクッキング、身近なものを使った応急手当
防災仕様のママバック

yaeko@cotton.ocn.ne.jp

348 西部 硯田 晃弘 スズリダ アキヒロ 男 磐田市 S40 ふじのくに防災士 R2 会社員

現在、外国人に対する防災支援の活動（やさしい日本語を使った防災ガイドブック の作成
など）を仲間とともに進めています。災害の現場は多く経験し、防災士、防災管理者も保
有しています。

akisuzurida@gmail.com

349 西部 伊達 政子 ダテ マサコ 女 磐田市 S50 ふじのくに防災士 H27 無職

防災に関して少しでも地域に貢献したい。

438-0072磐田市鳥之瀬２２８－２

350 西部 仲塚 とし子 ナカツカ トシコ 女 磐田市 S30 ふじのくに防災士 R1 農業

 福祉住還境コーディネーター３級・ホームヘルパー２級を取得し、食生活推進員とし
て、15年余り活動しました。
 放送大学の教養学部の全てのコースまたは専攻を卒業し、放送大学名誉学生の称号をい
ただきました。

磐田市刑部島57-1 0538-34-9477

351 西部 原田 汎 ハラダ ヒロシ 男 磐田市 S19
ふじのくに防災マイスター
ふじのくに防災士

H25
H26

無職

保有資格 ・防災危機管理者（日本レッジネット協議会、認定）
・防災士（日本防災士機構、認定）
特に得意分野とはありませんが元自衛官（航空）としての経験を生かしたいと思っていま
す。
各地域の防災意識の啓発活動に役立ちたいと考えています。

438-0834磐田市森下119-4 0538-34-8995
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352 西部 松下 智一 マツシタ トモカズ 男 磐田市 S43 ふじのくに防災マイスター H22 会社員

仕事柄、防災については日頃より意識しています。
また車輌も緊急登録してあるので通行が自由です。 090-7311-7680

345 西部 三浦 晴男 ミウラ ハルオ 男 磐田市 S24 ふじのくに防災士 R3 自営業

・飲料水、生活用水の確保
・NPO法人磐田鮫島方式震災水対策センター理事⾧
・ペットボトルの水がなくなってからの水確保はどのようにしますか。この問題に国も県
も市町も誰も考えていません。

438-0055磐田市鮫島1435-３ 0538-32-9417 haru-1@cy.tnc.ne.jp

354 西部 山崎 俊郎 ヤマザキ トシロウ 男 磐田市 S23 ふじのくに防災士 H26 無職

今年より地域の防災関係の仕事（役）をしています。
特に専門分野はありません。
今後勉強して、専門分野を作りたいと思います。

438-0086磐田市見付1496-2 0538-34-5855

355 西部 久永 公子 ヒサナガ キミコ 女 磐田市 S36 ふじのくに防災士 H30 無職

災害時を想定した適正飼養の啓発活動のボランティアをしています(いわた動物愛護協議会 
・わんハート )。静岡県災害時動物愛護ボランティアリーダー、 愛玩動物飼養管理士一級 
、磐田市災害ボランティアコーディネーター 、日本防災士機構防災士、 ふじのくに地域防
災指導員などの資格を活かし、いわた減災ネットワーク連絡会に属しながら 会の皆さんと
共に地域の防災力の向上 、ペットを含む災害対策の普及に努力しています。

0538-33-1391 rtb52436@nifty.com

356 西部 内田 光則 ウチダ ミツノリ 男 掛川市 S21 ふじのくに防災士 H24 無職

・防災イメージトレーニング[DIG.HUG.イメージTENなど]の実施について指導することが
できます。
・自主防災会において、住民の防災についての普段の備えなどについてのアンケート調
査、集計、まとめおよび対策の提示などの手法についてお手伝いできます。
・自主防災会、小学校などでHUG.DIGの出前講座の経験があります。
・地元自治区の自主防災会の活動内容について、自治会連合会、市役所の依頼により講演
を行っています。
・地元掛川市の「ふじのくに防災士会」の会員で、「掛川市防災士の会」を立ち上げ活動
しています。
・ふじのくに災害ボランティアコーディネーター

437-1424掛川市浜野308-7 0537-72-6915 at3ax3@bma.biglobe.ne.jp

357 西部 大石 泰史 オオイシ ヤスシ 男 掛川市 S27 ふじのくに防災士 H26 自営業

建築士
・静岡県耐震診断補強相談士TOKAI-0 平成13年～現在
・静岡県地震被災建築物応急危険度判定士

0537-24-3150

358 西部 加藤 政敏 カトウ マサトシ 男 掛川市 S32
ふじのくに防災士
ふじのくに防災マイスター

H27
H25

会社員

現在地元自治会で防災委員を行っています。
地元を中心に資格を生かした防災活動をしたいと思っています。
・ふじのくに防災マイスター・ふじのくに防災士
・掛川市減災マイスター・一級建築士・一級土木施工管理士
・応急危険度判定士・震災建築物被災度区分判定技術者
・耐震診断補強相談士  

090-4796-9560 katou@my-design.co.jp

359 西部 佐野 克行 サノ カツユキ 男 掛川市 S30 ふじのくに防災マイスター R1 個人開業医

災害医療
災害医療コーディネーター、統括JMAT研修修了、郡市医師会(小笠)防災部会⾧、東日本
(福島)、熊本(嘉島)、JMAT派遣
MCLS.JPTEC.DCOME各研修修了(プロバイダー)

090-7699-9873

360 西部 榛葉 有三 シンバ ユウゾウ 男 掛川市 S23 ふじのくに防災士 Ｈ25 無職

ふじのくに災害ボランティアコーディネーター
掛川災害VCのメンバーとしてHUG等の勉強会を通し地域防災の必要を感じ、得た知識を微
力ながら伝えていきたいと考えています。
掛川市減災リーダーとして減災フェスティバル・出前講座等のお手伝いをしています。

0537-24-2256

361 西部 島元 正彦 シマモト マサヒコ 男 掛川市 S20 ふじのくに防災士 H18 無職

岩手県の方々との交流や支援の中で、現地の消防団の方々の当時の話もすることが出来れ
ばと思います。 0537-23-7618

362 西部 鈴木 昌規 スズキ マサノリ 男 掛川市 S36 ふじのくに防災士 H28 会社員

消防団退団後、地元で自主防災隊

437-1404掛川市西之谷５０８

363 西部 戸塚 明美 トツカ アケミ 女 掛川市 S25 ふじのくに防災士 H27 無職

災害VC掛川に在籍しています。
地域への出前講座、イベントへの協力などをしています。 global@sf.tokai.or.jp

364 西部 中谷 孝 ナカヤ タカシ 男 掛川市 S24 ふじのくに防災士 R1 会社員

地域の防災活動に微力ながら貢献したい。

t-nakaya@beige.plala.or.jp
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365 西部 濱田 保雄 ハマダ ヤスオ 男 掛川市 S40 ふじのくに防災士 R1 会社員

会社では、衛生管理者・防災管理者等の資格を有しており、管理本部として会社の管理面
の業務をしています。他に、危険物取扱者・消防設備士の資格あり。 436-0087掛川市大多郎43 090-9913-7640

366 西部 松島 兵治 マツシマ ヒョウジ 男 掛川市 S20 ふじのくに防災士 H27 無職

放射線管理 主に浜岡原子力発電所で放射線管理区域内で働く人の現場での放射線管理を
していた。 0537－72－6173

367 西部 山下 悦夫 ヤマシタ エツオ 男 掛川市 ふじのくに防災士 H23 会社員

草の根防災組織（意識）の啓発
※静岡県防犯ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ協会理事⾧（現副理事⾧）を務めさせて頂いた経験から、御近所、
向う三軒隣りの助け合いが有事（災害、火災、人助け）の際に一番の力となること、防
災、防犯も御近所から（草の根）と考えています。

e-owl-0107@docomo.ne.jp

368 西部 古川 伸一郎 フルカワ シンイチロウ 男 袋井市 S36
ふじのくに防災士
ふじのくに防災指導員

H23 自営業

ふじのくに防災指導員
阪神大震災現地派遣隊（旧浅羽町）中越地震現地派遣隊（旧浅羽町）、元浅羽町消防団
⾧・浅羽町地域防災指導員   元静岡県地域防災活動推進委員副委員⾧ 自主防災新聞
編集委員⾧ 元浅羽北小学校防災推進モデル校防災教育講師   元 浅羽中学校防災教
室講師 分野（消防・自主防災・防災教育・啓発、救出救助・救護・地質）
現 日本防災士・ふじのくに地域防災指導員、ふじのくに防災士・袋井市地域防災指導
員・浅羽西自主連合防災隊副本部⾧
終了講座
日本赤十字災害時要援護者生活支援講座終了 磐田産業大学防災学講座終了
依頼講演、災害時要援護者個別計画講演（掛川市原谷地区民生児委員防災講演）・高齢者
支援講座（浅羽西公民館管内防災講演 公民館まつり防災教室）他
高齢社会、私も地域も余力ある防災対策の上乗せを（希望地講演中）
地質部門 （産総研）産業総合科学技術研究所 藤原治氏 太田川南部低地における津波
堆積物の履歴調査サポーター ボーリング調査のお手伝い掘削コアの解析助手 地質調査
で津波の履歴を調査中12月末まで ボランティア活動 静岡絆の会会員 東日本岩手、宮
城県内の支援活動

437-1124袋井市富里138-1
0538-23-2134
090-1861-7701

369 西部 松本 芳廣 マツモト ヨシヒロ 男 袋井市 S25 ふじのくに防災士 H22 会社員

静岡県中部危機管理局に勤務し、静岡沖の地震での中部方面本部における対策指揮、東北
大震災への対応をはじめ、平成20年度～22年度までの3年間県の防災行政に携わった。
また、平成23年5月12日～18日まで岩手県山田町での災害ボランティア活動に参加した。

437-1312袋井市岡崎3304

370 西部 石原 充 イシハラ ミツル 男 湖西市 S23 ふじのくに防災士 H27 自営業

消火活動
以前、消防団員を務めていました。現在は地区の消火隊の役員をしています。 431-0304湖西市新居町内山621-1 053-594-2529 ishihara.mitsuru.1486@yahoo.co.jp

371 西部 太田 純江 オオタ スミエ 女 湖西市 S22 ふじのくに防災士 Ｈ29 主婦

湖西市地域防災指導員

湖西市ときわ3-9-1 053-577-1362

372 西部 太田 好美 オオタ ヨシミ 男 湖西市 S20 ふじのくに防災士 Ｈ29 無職

湖西市地域防災指導員

湖西市ときわ3-9-1 053-577-1362

373 西部 柿崎 金一 カキザキ キンイチ 男 湖西市 S21 ふじのくに防災士 H28 無職

静岡県自主防災活動推進員として活動経験あり。

053-578-2860

374 西部 菅澤 實 スガサワ ミノル 男 湖西市 S21 ふじのくに防災士 H28 自営業

風水害

080-2621-0531 mdo-sugasawa@yahoo.co.jp

375 西部 菅沼 忠嗣 スガヌマ タダツグ 男 湖西市 S41 ふじのくに防災フェロー H23 公務員

土木構造物が専門です。（災害担当もしておりました）

376 西部 鈴木 愛子 スズキ アイコ 女 湖西市 S24 ふじのくに防災士 H25 431-0302湖西市新居町新居2778-2

377 西部 山本 健介 ヤマモト ケンスケ 男 湖西市 S42 ふじのくに防災フェロー H25 公務員

過去の研究:防災キャンプ前後における児童及び保護者の意識調査
講座:各種防災講座（小学生向け・中学生向け・高齢者向け・自主防災会向け・中小企業
向け）
訓練指導:DIG・HUG・イメージTEN・クロスロード・目黒巻き
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369 西部 落合 美恵子 オチアイ ミエコ 女 御前崎市 S32 ふじのくに防災士 R3 会社員

NPO法人御前崎災害支援ネットワークの代表理事（2007年設立）
日本防災士機構防災士（平成18年３月取得）
ふじのくに災害ボランティアコーディネーター受講
≪災害ボランティア活動≫
東日本大震災（岩手県大槌町）、常総市、小山町、清水区、福知山市、呉市、嘉島町な
ど。
≪講師経験・内容≫
・自主防災組織における男女共同参画の推進
・小学校・中学校・高等学校での防災学習
・行政に頼らない自助共助協働の推進
・障がい者への防災減災啓もう学習  etc.
沼津市、三島市、富士市、清水区、菊川市、袋井市、天竜区、浜北区、西区、市内など。

0537-86-2053

379 西部 松田 忠記 マツダ タダノリ 男 御前崎市 ふじのくに防災士 H24 会社員

応急危険度判定士他、建築一般野外活動及び、救急救命他

380 西部 若杉 光富 ワカスギ ミツトミ 男 御前崎市 S34 ふじのくに防災士 H27 自営業 437-1602御前崎市比木4308-2 0537-86-7911 mw-island@rx.tnc.ne.jp

381 西部 石井 水穂 イシイ ミズホ 男 菊川市 S21 ふじのくに防災士 R1 なし

1.水害分野
2.地区防災会副会⾧、会⾧を連続11年実行中
3.活動リーダーとしてその中心にいる

菊川市下平川5366-8

382 西部 伊藤 芳男 イトウ ヨシオ 男 菊川市 Ｓ26 ふじのくに防災士 Ｈ29 農業

元ＮＴＴ職員。通信機械建設部門在籍10年余。特殊無線技士（多重無線設備）。危険物取
扱者免状乙１類～６類。二級ボイラー技士免許。パソコンMOUS検定。 菊川市三沢670 0537-36-1100 itoyo@quartz.ocn.ne.jp

383 西部 神谷 旭 カミヤ アキラ 男 S29 ふじのくに防災士 R3 会社員

BCP
リスクマネジメント 菊川市嶺田2176-1 0537-73-8511 toen-i.c@guitar.ocn.ne.jp

384 西部 北沢 俊一 キタザワ トシイチ 男 菊川市 S19 ふじのくに防災士 H29 無職

気象・原子力・放射線

菊川市青葉台2-6-10 0537-36-2057 t-kitazawa@tokai.or.jp

385 西部 三原 庸未 ミハラ ツネミ 男 菊川市 S32 ふじのくに防災士 H27 会社員

フォークリフト運転歴30年
車輛系建設機械免許（所有） 090-1749-6152

386 西部 吉田 圭作 ヨシダ ケイサク 男 菊川市 S16 ふじのくに防災士 H28 無職

自主防災会活動

439-0018菊川市本所2049-7 0537-36-4779

387 西部 今駒 靖 イマコマ ヤスシ 男 菊川市 S45 ふじのくに防災士 H30 会社員

第４級アマチュア無線技士
第２級陸上特殊無線技士

yi110831@cy.tnc.ne.jp

388 西部 藤原 万起子 フジワラ マキコ 女 菊川市 S41 ふじのくに防災士 H30 会社員

ふじのくに子育て支援員
フリーMC 菊川市平尾48 090-9911-3429 zena.zena.mf@gmail.com

389 西部 松本 将実 マツモト マサミ 男 森町 S62 ふじのくに防災士 R1 会社員

今はまだ経験も浅く知識もまた乏しい為、これから知識をもっと身に付けていきます。
自分の性格は明るいので、協調性、コミュニケーション能力は高いと思います。
この性格を生かし、防災に役立つ活動をしていきたいと思っています。

090-4080-7724

390 西部 南沢 悟 ミナミザワ サトル 男 森町 S49 ふじのくに防災士 H24 会社員 

ふじのくに災害ボランティアコーディネーター
応急手当について応急手当普及員、日本赤十字社認定 救急法救急員

391 県外 鈴木 俊幸 スズキ トシユキ 男 県外 Ｓ32 ふじのくに防災士 Ｈ29 公務員

愛知県へのイメージＴＥＮの普及に貢献できればと思っています。

ammonite@sk.aitai.ne.jp
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392 県外 照井 資規  テルイ モトキ 男 県外 S48 ふじのくに防災士 H26 公務員

陸上自衛官（幹部）で東日本大震災発生後3時間で岩手の被災地にて災害派遣活動中でし
た。当時は医療の部隊の隊⾧でした。自衛隊富士学校に8月まで勤務していました。
1 災害医療 医療職の幹部で日本集団災害医学会会員
2 外傷救護 国際標準外傷救護プログラム指導員
 ITLS International Trauma Life Support

teruimotoki88@gmail.com


