
様式5

管内 氏名 ふりがな
居住市町村名
(札幌市は区まで)

主な職歴等

石狩 牛田　健一 うしだ　けんいち 札幌市中央区 (一社)北海道建築士会

石狩 川股　英嗣 かわまた　ひでつぐ 札幌市中央区 道職員

石狩 佐々木　浩二 ささき　こうじ 札幌市中央区 道職員

石狩 高橋　佳子 たかはし　よしこ 札幌市中央区 看護師

石狩 小島　郁也 こじま　いくや 札幌市北区 公務員

石狩 後藤　利典 ごとう　としのり 札幌市北区
防災士、地域防災マスター、サービス
介助士、札幌商工会議所観光ボラ
ンティアガイド

石狩 高橋　英呂 たかはし　ひろ 札幌市北区

石狩 千種　小姫子 ちぐさ　さきこ 札幌市北区

石狩 中山　嘉美 なかやま　よしみ 札幌市北区
白糠町役場吏員、道警・数カ所で警察
署⾧、(株)中央バス自動車学校校⾧、
(現在)中山行政書士法務事務所

石狩 畑原　理恵 はたはら　りえ 札幌市北区

石狩 辺見　大樹 へんみ　ひろき 札幌市北区 北海道職員

石狩 松野　祚久 まつの　たかひさ 札幌市北区

石狩 吉田　宏和 よしだ　ひろかず 札幌市北区
消防職員5年、石狩市職員20年、
道職員14年、石狩市防災まちづくり
協会1年

石狩 成田　祐樹 なりた　ゆうき 札幌市東区
札幌市議会議員
小樽市議会議員

石狩 山田　光俊 やまだ　みつとし 札幌市東区 (札幌市内)私立高等学校教諭

石狩 河原　博之 かわはら　ひろゆき 札幌市白石区

石狩 工藤　篤志 くどう　あつし 札幌市白石区
理学療法士
青年海外協力隊

Doはぐマスター認定者名簿・石狩振興局管内　(公開用)
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石狩 塚原　建二 つかはら　けんじ 札幌市白石区 国家公務員

石狩 中島　正晴 なかじま　まさはる 札幌市白石区

H7年～白石中央第4町内会青少年部、H28
年～北海道震災建築物応急危険度判定士、
H30年8月～地域防災マスター、H29年～震
災建築物被災度区別判定技術者

石狩 水口　綾香 みずぐち　あやか 札幌市豊平区
防災備蓄の講師
北海道地域防災マスターとしてボラン
ティア講座の実施

石狩 伊ヶ崎　佑介 いかざき　ゆうすけ 札幌市南区 地方公務員

石狩 佐藤　優司 さとう　ゆうじ 札幌市南区 建築業

石狩 塩田　恒雄 しおだ　つねお 札幌市南区

石狩 三上　良子 みかみ　りょうこ 札幌市南区

石狩 井上　真奈美 いのうえ　まなみ 札幌市西区 看護師

石狩 髙田　瞳 たかだ　ひとみ 札幌市西区 小学校非常勤講師

石狩 早川　康之 はやかわ　やすゆき 札幌市西区 北海道科学大学保健医療学部

石狩 佐藤　伸博 さとう　のぶひろ 札幌市厚別区
北海道防災教育アドバイザー
防災士

石狩 東　輝 ひがし　あきら 札幌市厚別区 NPO職員

石狩 二上　佳奈 ふたかみ　かな 札幌市厚別区
介護福祉士
消防団員

石狩 松下　葵 まつした　あおい 札幌市厚別区 札幌市青少年山の家指導員

石狩 泉山　誠治 いずみやま　せいじ 札幌市手稲区
北海道電力
電気技師

石狩 宇津野　忠 うつの　ただし 札幌市手稲区 気象台(旭川、釧路、稚内、札幌)

石狩 櫻井　貴之 さくらい　たかゆき 札幌市手稲区
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石狩 杉﨑　富夫 すぎざき　とみお 札幌市手稲区

厚生労働省大臣官房会計課会計監査官、山
形県生活福祉部国民年金課⾧、秋田社会保
険事務局⾧、札幌社会保険総合病院事務局
⾧

石狩 土肥　敏嗣 どい　としつぐ 札幌市手稲区 陸上自衛官

石狩 船木　愛浩 ふなき　よしひろ 札幌市手稲区

石狩 望月　貴文 もちづき　たかふみ 札幌市手稲区 防災士

石狩 小山　雄一 こやま　ゆういち 札幌市清田区 元北海道警察官(地域部地域課)

石狩 落合　英機 おちあい　ひでき 江別市
大麻第二地区自主防災
対策本部防災部⾧

石狩 藤澤　誠 ふじさわ　まこと 江別市
美容師(美容室経営)
養護学校教員
NPO代表

石狩 柳田　忍 やなぎだ　しのぶ 江別市
防災備蓄収納1級プランナー
防災備蓄収納2級プランナー
整理収納アドバイザー2級

石狩 橋本　英正 はしもと　ひでまさ 北広島市
(一社)北海道造園緑化建設業協
会専務理事
札幌医科大学事務局次⾧

石狩 飯田　鉄蔵 いいだ　てつぞう 石狩市
北海道職員(保健福祉部関係部
内)

石狩 五十嵐　正勝 いがらし　まさかつ 石狩市
防災士
北海道防災マスター
石狩市防災マスター

石狩 栗原　則之 くりはら　のりゆき 石狩市

石狩 佐藤　優吾 さとう　ゆうご 石狩市 石狩市職員

石狩 濱井　守 はまい　まもる 石狩市 消防吏員

石狩 藤木　一夫 ふじき　かずお 石狩市
札幌市消防局(消防司令⾧)退職、石狩
市防災マスター、公益財団法人札幌市
防災協会(防火防災・救命指導専門員)

石狩 藤田　修作 ふじた　しゅうさく 石狩市 北海道電力(株)配電技術社員

石狩 馬渡　晴好 まわたり　はるよし 石狩市 町内会役員
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石狩 三浦　仁志 みうら　ひとし 石狩市 消防

石狩 棟方　英雄 むなかた　ひでお 石狩市
石狩北部地区消防事務組合石狩
消防署

石狩 矢尾　敏之 やお　としゆき 石狩市

石狩 五東　浩康 ごとう　ひろやす 当別町 地方公務員

石狩 畑　邦明 はた　くにあき 当別町 当別町役場

石狩 山岸　涼太 やまぎし　りょうた 当別町 当別町役場(税務課、総務課)

石狩 北林　昇 きたばやし　のぼる 新篠津村
石狩北部地区消防事務組合新篠
津消防署(H26～)

石狩 山本　圭貴 やまもと　よしたか 新篠津村 新篠津村役場(H22～)

石狩 阿部　剛士 あべ　ごうし
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