
№ 氏　　名 団体名

1 佐藤　正幸 上町自主防災会

2 横田　晃悦 中町自主防災会

3 吉﨑　秀一 下町協和会防災会

4 北村　忠秋 下町協和会防災会

5 尾﨑　克敏 下町協和会防災会

6 山﨑　良一 朝日町防災会

7 石田　正秀 朝日町防災会

8 西山　洋一 東雲町防災会

9 横山　典雄 東雲町防災会

10 尾崎　重利 白山町北部北親会自主防災会

11 広瀬　幸雄 白山町北部北親会自主防災会

12 貫和　佳人 朝日町、白山町防災会

13 高橋　修 白山町防災会

14 八木　清 白山町防災会

15 圡田　隆 白山町防災会

16 河内　正義 白山町防災会

17 丸山　高司 白山町防災会

18 松井　良一 白山町防災会

19 鴨居　将実 錦町町内会防災会

20 佐藤　正樹 錦町町内会防災会

21 嶺村　康弘 小出雲本田北部防災会

22 瀬戸　直己 小出雲2丁目防災会

23 白川　仁 小出雲三丁目防災会

24 風間　裕之 小出雲三丁目防災会

25 北川　重孝 広田町防災会

26 今井　秋夫 経塚町自主防災組織

27 小林　弘典 経塚町自主防災組織

28 松村　順三 石塚町防災会

29 片所　昭夫 石塚町防災会

30 平井　文治 石塚町防災会

31 小林　辰男 石塚町防災会

32 福崎　啓展 石塚町防災会

33 亀井　正明 石塚町防災会

34 水嶋　貴之 石塚町防災会

35 平井　健一 石塚町防災会
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36 岩浅　慶治 大崎町防災会

37 金子　大輔 大崎町防災会

38 市川　敏夫 諏訪町防災会

39 布施　眞生 諏訪町防災会

40 古木　勲 美守防災会

41 小林　武 美守防災会

42 小川　克昌 関川町防災会

43 大口　和人 関川町防災会

44 舟見　正一 高柳自主防災会

45 原田　英秋 高柳自主防災会

46 舟見　智成 高柳自主防災会

47 小林　幸 学校町防災会

48 尾島　隆司 学校町防災会

49 大野　俊哉 学校町防災会

50 池田　裕弥 末広町自主防災組織

51 岡田　春彦 菅沼・西菅沼防災会

52 丸山　茂 菅沼・西菅沼防災会

53 越山　浩 菅沼・西菅沼防災会

54 岡田　悟 大字東志自主防災組織

55 上川原和彦 大字志防災会

56 田中　英幸 大字志防災会

57 藤本　政士 大字窪松原防災会

58 小嶋　崇 大字両善寺防災会

59 丸山　善明 大字西野谷防災会

60 木村　進一 飛田緊急災害対策協議会

61 丸田　正 飛田新田防災会

62 藤巻　礼子 南葉町町内会防災会

63 石田　栄子 南葉町町内会防災会

64 遠藤太賀弘 南葉町町内会防災会

65 西條　保 岡崎新田防災会

66 石川　道夫 下十日市防災会

67 渡邉　隆司 上十日市防災会

68 長谷川弘之 大字乙吉防災会

69 林　孝作 宮内防災会

70 水嶋　晴彦 籠町自主防災会
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71 吉住　一夫 大字神宮寺自主防災会

72 古本　浩 雪森自主防災会

73 上野　勝浩 雪森自主防災会

74 横山　豪 青田町内防災会

75 渡邉　仁明 大字上四ツ屋防災会

76 横尾　敏彦 大字五日市防災会

77 渡邉　春男 梨木防災会

78 小林　亮 藤塚新田地区防災会

79 岸本　　学 小丸山新田防災会

80 宮越　英樹 東長森防災会

81 池垣　翔太 三ツ俣防災対策協議会

82 八橋　和夫 姫川原地区防災会

83 大野　克司 姫川原地区防災会

84 杉本　賢一 姫川原地区防災会

85 古川　朋昭 大字中宿防災組織

86 松岡　由三 川上地区防災会

87 岸田　信行 上新保地区防災会

88 茨木　勝 上新保地区防災会

89 山田　正義 吉木地区防災会

90 清水　晃 吉木地区防災会

91 池田　勝 西条防災会

92 丸山　高志 西条防災会

93 東條　國弘 北条防災会

94 稲葉　学 大字国賀防災会

95 増田　功一 大字月岡災害予防連絡協議会

96 霜鳥　悟 大字月岡災害予防連絡協議会

97 阿部　純 大字月岡災害予防連絡協議会

98 馬場慎太郎 大字月岡災害予防連絡協議会

99 村田　俊夫 柳井田町自主防災組織

100 砂山　幸夫 柳井田町自主防災組織

101 大原　哲夫 柳井田町自主防災組織

102 齊藤　誠 柳井田町自主防災組織

103 矢崎　善治 栗原防災会

104 小池　毅 栗原防災会

105 船木　博彦 栗原防災会



№ 氏　　名 団体名

令和4年7月21日現在

妙高市防災士会会員名簿

106 中村　光宏 栗原防災会

107 永井　勝男 大字広島防災会

108 宮腰　英明 大字広島防災会

109 岩﨑　規重 上堀之内自主防災会

110 佐藤　英明 除戸地区防災会

111 亀井　英一 下濁川・木成防災連絡協議会

112 阿部　昌章 下濁川・木成防災連絡協議会

113 飯吉　和夫 中横山地区防災会

114 小島　義雄 上濁川・和屋防災会

115 相羽　和男 上濁川・和屋防災会

116 堀川　恒一 小局防災自警団

117 鈴木　和雄 大字楡島防災会

118 鈴木　良雄 大字楡島防災会

119 樗沢　良也 猿橋区自主防災会

120 大野　公男 長沢地区自主防災組織

121 深石　峰夫 平丸地区自主防災会

122 野口　義光 上小沢地区自主防災会

123 池田　勉 坪山自警防災会

124 飯吉　芳幸 大沢新田自主防災会

125 清水　正輝 大原新田防災会

126 古川　要一 大原新田防災会

127 堀川　浩之 小原新田防災会

128 岡田　勇一 杉野沢区自主防災・防犯会

129 平塚　芳隆 関川自主防災組織

130 岡田　將 関川自主防災組織

131 引場　良男 関川自主防災組織

132 西澤　睦夫 関川自主防災組織

133 荒井　一朗 関川自主防災組織

134 池田茂太郎 妙高温泉区自主防災・防犯会

135 橋詰　修二 妙高温泉区自主防災・防犯会

136 池田　良晴 妙高温泉区自主防災・防犯会

137 宮下　聡 大字田口区防災対策委員会

138 岡田　豊 毛祝坂自主防災・防犯会

139 松橋　敦雄 田切区防災・防犯対策委員会

140 山川　栄勇 田切区防災・防犯対策委員会
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141 後藤　直美 二俣地区防災会

142 宮下　澄雄 二俣地区防災会

143 吉越　明 池の平温泉自主防災会

144 皆見　大輔 池の平温泉自主防災会

145 稲垣　浩一 池の平温泉自主防災会

146 恩田　守 新赤倉温泉区防災・防犯会

147 山之内　弘 東赤倉自主防災・防犯会

148 清水　正幸 赤倉温泉区防災・防犯対策委員会

149 竹田　博文 赤倉温泉区防災・防犯対策委員会

150 八木日出世 大鹿自治防災会

151 小島　正光 大鹿自治防災会

152 久保田和也 大鹿自治防災会

153 小日向　良三 大鹿自治防災会

154 望月　信幸 大鹿自治防災会

155 丸山　稔 豊葦地区防災会

156 朝倉　久夫 斑尾地区防災会

157 増田　正明 斑尾地区防災会

158 渡辺　正良 原通地区自主防災会

159 相羽　照美 原通地区自主防災会

160 宮下　清和 原通地区自主防災会

161 宮下　修治 原通地区自主防災会

162 宮下　富男 原通地区自主防災会

163 宮下　高行 原通地区自主防災会

164 古川　清文 原通地区自主防災会

165 羽鳥　行範 原通地区自主防災会

166 加藤　克志 上中村新田区、住吉区防災会

167 加藤　和之 小野沢地区自主防災会

168 小野　智顕 小野沢地区自主防災会

169 笹川　一久 小野沢地区自主防災会

170 大久保德夫 仲町・新栄町自主防災会

171 内田　成人 横町防災会

172 内田　修司 横町防災会

173 手塚　洋之 北沢地域防災会

174 藤巻　康祐 寿・末広・中央町防災会

175 庄司　郁子 寿・末広・中央町防災会



№ 氏　　名 団体名

令和4年7月21日現在

妙高市防災士会会員名簿

176 笹川　利春 寿・末広・中央町防災会

177 後藤　正行 寿・末広・中央町防災会

178 大久保誠一 寿・末広・中央町防災会

179 髙﨑　修 関温泉地区防災会

180 内記　健二 燕温泉地区防災会

181 豊岡　直 坂口・大同原防災会

182 宮下　栄一 大谷・大久保地区防災会

183 後藤　一美 桶海地区防災会

184 霜鳥　清巳 東町・高峯区防災会


