
【平成30年5月8日更新】

１．鳥取県防災顧問（要領第４（１）関係） （順不同・敬称略）
所属 役職 氏名 活動分野（得意分野）

鳥取大学 名誉教授 西田　良平
①②③④⑤

【専門分野】地震対策

鳥取大学大学院工学研究科 特任教授 松原　雄平
①②③④⑥⑦⑩

【専門分野】津波対策

鳥取大学大学院工学研究科 教授 香川　敬生
①②③

【専門分野】地震対策

鳥取大学 理事・副学長 柗見　吉晴
①②③④⑥

【専門分野】避難対策

鳥取大学大学院工学研究科 准教授 中村　公一
①②

【専門分野】土砂災害対策

鳥取大学農学部 教授 伊藤　壽啓
　⑩（人獣共通感染症の流行対策）
【専門分野】鳥獣伝染病対策

鳥取大学農学部 教授 山口　剛士
⑩（動物感染症等、感染症対応）
【専門分野】鳥獣伝染病対策

鳥取大学医学部 教授 本間　正人
⑩（災害医療）

【専門分野】災害時医療対策

鳥取大学医学部 教授 景山　誠二
①②⑩（感染症対策）
【専門分野】感染症対策

鳥取大学医学部附属病院 教授 千酌　浩樹
⑩（災害に対する感染症対策）
【専門分野】感染症対策

鳥取大学医学部附属病院 講師 渡部　仁成
②⑩

【専門分野】大気汚染物質（PM2.5）対策

米子工業高等専門学校 教授 稲田　祐二
①②③

【専門分野】地震対策（建築分野）

２．日本防災士会鳥取県支部の防災士会員（要領第４（２）関係） （順不同・敬称略）
活動分野（得意分野）

支部長 谷口　雄史

３．鳥取県自主防災組織等知事表彰受賞者（要領第４（３）関係） （順不同・敬称略）
役職 氏名 活動分野（得意分野）

1 鳥取市自主防災会連合会 会長 武田　恭明 ①③④⑦
2 鳥取市　若葉台南六丁目自主防災会 会長 山田　義則 ③④⑤⑥⑦⑩（災害ボランティアの体験報告）
3 若桜町　糸白見自主防災会 副会長 山根　香華 ④
4 倉吉市　宮川町２丁目自主防災会 消防部員 山田　武津男 ④⑨
5 倉吉市　広瀬町自治公民館 防災部長 小田　浩紀 ④
6 倉吉市　円谷町自主防災会 - 金田　直二郎 ④
7 倉吉市　大原自治公民館 総務部員 牧野　紀史 ③④
8 北栄町　国坂浜自治会 会長 山信　幸朝 ①
9 湯梨浜町　原区自主防災会 会長 小林　優貴秀 ③④⑥⑦
10 北栄町　西高尾自主防災会 防災専門員 長谷川　孝司 ①③④
11 米子市　緑ヶ丘グリーンハイツ防災会 会長 難波　修身 ①③④⑤⑧
12 米子市　旗ヶ崎二区自主防災会 会長 長谷川　節夫 ①③④⑤⑥
13 米子市消防団福生東分団 班長 本田　卓巳 ⑥⑧
14 日吉津村　富吉自治会防災会 会長 山路　有 ④⑤⑥⑦
15 南部町　東西町地域振興協議会 会長 原　和正 ①③④⑤⑥⑦⑧
16 伯耆町　社会福祉法人萌生会 グループホームなごみホーム長 頼田　悦子 ⑦
17 鳥取県さく井協会 会長 田島　大介 ⑩（災害時対策井戸の解説等）

会長 寺田　憲彦

委員長 浅井　秀子

４．その他の自主防災活動に関する有識者（要領第４（４）関係） （順不同・敬称略）
役職 氏名 活動分野（得意分野）
支部長 伊藤　徹

2 鳥取大学大学院工学研究科 准教授 浅井　秀子 ③④⑥⑧⑨
3 鳥取大学医学部保健学科 講師 髙間　さとみ ⑧
4 鳥取大学医学部保健学科 講師 雑賀　倫子 ⑧⑩（健康づくり、災害による心身への影響と対策・対応の紹介）
5 鳥取大学工学研究科 助教 羅　貞一 ④⑥⑦⑧

6 鳥取大学 名誉教授 藤村　尚
①②④⑥⑧

【専門分野】地盤工学（土と岩）、土木工学
7 元鳥取県教育委員会事務局 学校防災アドバイザー 横山　ひとみ ①③⑤⑧（自分の防災頭巾作り）
8 元鳥取市危機管理課 防災コーディネーター 前田　雅之 ①③④⑤⑧
9 日野ボランティア・ネットワーク 事務局員 山下　弘彦 ④⑤⑥⑦⑧⑩（災害時のボランティア活動）
10 日野ボランティア・ネットワーク 事務局員 森本　智喜 ①③④⑤⑥⑦⑧⑩（避難所開設訓練サポート、災害時の食）

11
とっとり県民活動活性化センター
　震災復興活動支援センター

主任企画員 白鳥　孝太 ①③④⑤⑥⑧⑩（避難所運営、災害ボランティア活動）

中
部 12 倉吉市　柳町自治公民館 - 陶山　稔 ⑥⑧

13 境港市　竹内町自治会 前防災部長 西田　登喜男 ③④⑤⑥⑦⑧
14 日野町　黒坂三区自治会 防災係長 谷口　貴史 ④⑦
15 日野町　黒坂自主防災委員会 救出救護
班長 舩越　伸子 ①③④⑤⑥⑦⑧⑨

【活動分野（得意分野）】

　⑤　防災訓練のサポート（避難訓練、初期消火訓練等の企画から実施、振り返りまでのサポート）

平成30年度鳥取県自主防災活動アドバイザー登録者名簿

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

所属 会員数

1 日本防災士会鳥取県支部 ①③⑨
（登録会員：93名）

所属

①②④⑥⑧
(登録会員：8名)

18 鳥取県技術士会 ①②④⑥⑧
(登録会員：5名)

③④⑥⑧⑨

　⑩　その他

　③　日頃の備え（非常持ち出し品の紹介、家具の固定方法等）

　④　自主防災活動（地域の防災対策、自主防災組織の必要性や活動内容、取組事例等の紹介）

　⑥　防災マップの作成

　⑦　避難行動要支援者対策（地域での見守り活動等の取組事例の紹介）

所属

1

(登録会員：5名)

日本技術士会中国本部鳥取県支部

　⑧　防災ワークショップ（災害図上訓練、避難所運営ゲーム、クロスロード等の指導）

　⑨イザ！カエルキャラバン！防災体験プログラム

　①　災害の基礎知識（自然災害の知識及び対策、過去の災害等の説明等）

　②　災害の専門知識（災害発生のメカニズム、特徴等）
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