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 役職 氏名 所属 役職 住所 電話 
FAX Email 

1 支部長 井良沢 道也 岩手大学農学部 教授 〒020-8550 
岩手県盛岡市上田 3-18-8 

019-621-6137 
019-621-6107 

irasawa@iwate-u.ac.j
p 

2 副支部長 桧垣 大助 弘前大学農学生命科学部 教授 〒036-8561 
青森県弘前市文京町 3 番地 

0172-39-3854 
0172-39-3854 

dhigaki@hirosaki-u.
ac.jp 

3 〃 伊藤 節夫 岩手県農林水産部森林保全課 総括課長 〒020-8570 
岩手県盛岡市内丸 10-1 

019-629-5795 
019-629-5789 i-setuo@pref.iwate.jp 

4 〃 楢山 護 岩手県県土整備部砂防災害課 総括課長 〒020-8570 
岩手県盛岡市内丸 10-1 

019-629-5920 
019-629-9140 

m-narayama@pre.iw
ate.jp 

5 〃 安野 雅満 （株）タックエンジニアリング 代表取締役 〒020-0836 
岩手県盛岡市津志田西 2-3-20 

019-638-2001 
019-638-2003 

mas.yasuno@tac-e.co
.jp 

6 支部監事 岡本 隆 国立研究開発法人 森林総合研究所 
東北支所 チーム長 

〒020-0123 
岩手県盛岡市下厨川字鍋屋敷

92-25 

019-648-3940 
019-641-6747 

okataka@ffpri.affrc.g
o.jp 

7 〃 村上 功 （株）昭和土木設計 代表取締役 
〒020-0891 
岩手県紫波郡矢巾町流通センタ

ー南 4-1-23 

019-638-6834 
019-638-6389 mura@showacd.co.jp 

8 運営委員 森 洋 弘前大学農学生命科学部 准教授 〒036-8561 
青森県弘前市文京町 3 番地 

0172-39-3871 
0172-39-3871 

hmori@cc.hirosaki-u.
ac.jp 

9 〃 伊藤 英之 岩手県立大学総合政策学部 教授 〒020-0693 
岩手県滝沢市巣子 152-52 

019-694-2722 
019-694-2722 

h-itoh@iwate-pu.ac.j
p 

10 〃 千葉 則行 東北工業大学工学部 教授 
〒982-0213 
宮城県仙台市太白区山田自由が

丘 38-22 

022-305-3511 
022-305-3501 nchiba@tohtech.ac.jp 

11 〃 川越 清樹 福島大学共生システム理工学類 准教授 
〒960-8055 
福島県福島市野田町 5-7 2棟 306
号 

024-548-5261 
024-548-5261 

kawagoe@sss_fukus
hima-u.ac.jp 
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12 〃 大野 泰宏 東北森林管理局治山課 課長 〒010-8550 
秋田県秋田市中通 5-9-16 

018-836-2250 
018-836-2018 

yasuhiro_oono@riny
a.maff.go.jp 

13 〃 大場 將 東北地方整備局河川部 広域水管理

官 
〒980-8602 
宮城県仙台市青葉区二日町 9-15

022-225-2171 
022-225-7763 

ooba-m82ac@mlit.go.
jp 

14 〃 山影 修司 岩手河川国道事務所 
調査第一課 課長 〒020-0066 

岩手県盛岡市上田 4-2-2 
019-624-3131 
019-626-2770 

yamakage-s82ac@thr
.mlit.go.jp 

15 〃 田村 圭司 東北地方整備局新庄河川事務所 所長 〒996-0071 
新庄市小田島町 5-55 

0233-22-0251 
 

tamura-k82ad@mlit.
go.jp 

16 〃 一戸 文爾 青森県農林水産部林政課 課長 〒030-8570 
青森県青森市長島一丁目 1-1 

017-734-9505 
017-734-8145 

fumichika_ichinohe
@pref.aomori.lg.jp 

17 〃 福士 祐治 青森県県土整備部河川砂防課 課長 〒030-8570 
青森県青森市長島一丁目 1-1 

017-722-1111 
内 4286 

yuuji_fukushi@pref.
aomori.lg.jp 

18 〃 佐藤 龍司 秋田県農林水産部森林整備課 課長 〒010-8570 
秋田市山王四丁目 1-1 

018-860-1913 
018-860-3828 

Satou-Ryuuji@pref.a
kita.lg.jp 

19 〃 鎧 藤広 秋田県建設部河川砂防課 課長 〒010-8570 
秋田市山王四丁目 1-1 

018-860-2510 
 

Abumi-Fujihiro@pre
f.akita.lg.jp 

20 〃 小澤 幸彦 岩手県農林水産部森林保全課 担当課長 〒020-8570 
岩手県盛岡市内丸 10-1 

019-629-5800 
019-629-5789 

s-ozawa@pref.iwate.j
p 

21 〃 戸来 竹佐 岩手県県土整備部砂防災害課 特命課長 〒020-8570 
岩手県盛岡市内丸 10-1 

019-629-5923 
019-629-9140 t-herai@pref.iwate.jp 

22 〃 髙橋 壯輔 宮城県農林水産部森林整備課 課長 
〒980-8570 
宮城県仙台市青葉区本町三丁目

8-1 

022-211-2920 
022-211-2929 

takahashi-so640@pr
ef.miyagi.jp 

23 〃 菅野 洋一 宮城県土木部防災砂防課 課長 
〒980-8570 
宮城県仙台市青葉区本町三丁目

8-1 

022-211-3180 
022-211-3193 

kanno-yo933@pref.m
iyagi.jp 

24 〃 梅津 勘一 山形県農林水産部林業振興課 技術主幹 〒990-8570 
山形県山形市松波二丁目 8-1 

023-630-2532 
023-630-2238 

umetsukan@pref.ya
magata.jp 

25 〃 安部 博之 山形県県土整備部砂防・災害対策課 課長 〒990-8570 
山形県山形市松波二丁目 8-1 023-630-2613 abehir@pref.yamaga

ta.jp 



26 〃 鈴木 明 福島県農林水産部森林保全課 課長 〒960-8670 
福島県福島市杉妻町 2-16 

024-521-7440 
024-521-7947 

suzuki_akira_05@pr
ef.fukushima.lg.jp 

27 〃 小川 辰壽 福島県土木部砂防課 課長 〒960-8670 
福島県福島市杉妻町 2-16 

024-521-7490 
024-521-7716 

ogawa_tatsujyu_01@
pref.fukushima.lg.jp 

28 〃 中島 達也 アジア航測（株）東北支社 部長 
〒980-0811 
宮城県仙台市青葉区一番町

1-4-28 5F 

022-216-3528 
022-216-3575 

tn.nakajima@ajiko.c
o.jp 

29 〃 山科 真一 国土防災技術（株）東北支社 支社長 〒-984-0075 
仙台市若林区清水小路 6-1 8F 

022-216-2586 
022-216-8586 yamashina@jce.co.jp 

30 
 

〃 村松 広久 日本工営（株）仙台支店技術第二部 課長 
〒980-0803 
宮城県仙台市青葉区国分町

3-1-11 

022-706-2641 
022-268-7661 

muramatsu-hr@n-ko
uei.co.jp 

31 〃 近藤 敏光 国際航業（株）技術本部 
東北技術部 

防災担当課

長 

〒984-0051 
宮城県仙台市若林区新寺 1-3-45 
AI.Premium 3F 

022-299-2794 
022-299-2797 

toshimitsu_kondo@k
k-grp.jp 

32 〃 多田 信之 （株）タックエンジニアリング 担当部長 〒020-0836 
岩手県盛岡市津志田西 2-3-20 

019-638-2001 
019-638-2003 nob.tada@tac-e.co.jp 

33 〃 八重樫 栄 （株）昭和土木設計 技術主幹 
〒020-0891 
岩手県紫波郡矢巾町流通センタ

ー南 4-1-23 

019-638-6834 
019-638-6389 

yaegashi@showacd.c
o.jp 

        

 


