
【令和３年度第２回鳥取県原子力安全対策合同会議 出席者名簿】 

（敬称略） 

所 属 ・ 職 名 氏   名 出欠 備 考 

鳥 取 県 知 事 平井 伸治 出席  

危機管理局長 水中 進一 出席  

福祉保健部長 中西  眞治 出席  

生活環境部長 池上 祥子 出席  

西部総合事務所県民福祉局長 齋尾 安広 出席 代理出席 

教育長 足羽  英樹 出席  

米 子 市 

原子力発電所 

環境安全対策 

協議会 委員 

【32名】 

(24名出席) 

 

市長（会長） 伊木 隆司 出席 安対協会長 

米子市建設業協議会 副会長 西谷 勝之 出席  

鳥取県西部農業協同組合 組合長 谷本  晴美   

米子市漁業協同組合 副組合長 福景  順一   

米子商工会議所 専務理事 山根 淳史 出席  

米子市観光協会 主任 遠藤 登希子   

米子市男女共同参画推進審議会 委員 藤吉 航介   

米子市男女共同参画推進審議会 委員 谷本 恵美 出席  

鳥取県西部医師会 会長 根津   勝   

米子市小学校校長会 教育部長 小谷 良夫 出席  

米子市中学校校長会 美保中学校長 安次 里絵   

米子市小中学校ＰＴＡ連合会 会長 藤原 実男 出席  

米子市社会福祉協議会 会長 田後  良文 出席  

米子市民生児童委員協議会 彦名地区民生児童委員協議会会長 川﨑 範子   

米子市老人クラブ連合会 会長 木村  定雄 出席  

米子青年会議所 理事長 万木 良平   

米子市自治連合会 副会長 脇坂 喜啓 出席  

大篠津地区自治連合会 会長 高橋 誠一 出席  

崎津地区自治連合会 会長 武良 賢治 出席  

和田地区自治連合会 会長 田邉 忠雄 出席  

富益地区自治連合会 会長 永見 修司 出席  

夜見地区自治連合会 会長 松本  眞 出席  

彦名地区自治連合会 副会長 小林 健市 出席  

河崎地区自治連合会 会長 足芝 通秋 出席  

加茂地区自治連合会 副会長 永東  清 出席  

住吉地区自治連合会 副会長 尾崎  学 出席  

女性塾 事務局 新田 ひとみ 出席  

米子市政研究会 運営委員長 深田 卓也 出席  



鳥取県退職教職員協議会 西部地区幹事 金森  誠 出席  

米子市消防団 団長 杉尾 繁樹 出席  

副市長 伊澤 勇人 出席  

教育長 浦林  実 出席  

境 港 市 

原子力発電所 

環境安全対策 

協議会 委員 

【33名】 

(出席19名) 

市長（会長） 伊達 憲太郎 出席 安対協会長 

境港市社会福祉協議会 会長（副会長） 永井 俊   

外江地区自治連合会 会長（副会長） 三好 伸作   

鳥取県漁業協同組合 代表理事組合長 景山 一夫   

（一社）境港水産振興協会 専務理事 江尻 敏美 出席  

境港市農業委員会 会長 足立 晋哉 出席  

境港商工会議所 議員 上田 裕子 出席  

（一社）境港青年会議所 理事長 赤石 周平 出席  

境港観光協会 事務局長 古橋 剛   

境港市建設業協議会 会長 藤野 正一   

境港医師協会 会長 遠藤 秀之   

境港市消防団 団長 北村 登志生 出席  

境港市赤十字奉仕団 副委員長 浜田 由香   

境港市ことぶきクラブ連合会 副会長 庄司 正子 出席  

境港市女性団体連絡協議会 副会長 松下 秀子   

境地区自治連合会 会長 山田 哲男 出席  

渡地区自治連合会 会長 畑野 成至   

上道地区自治連合会 会長 大西 毅一郎 出席  

余子地区自治連合会 会長 角 俊一郎   

中浜地区自治連合会 会長 足立 勝美 出席  

誠道地区自治連合会 会長 中本 勝   

境港市保育協議会 会長 武良 純子 出席  

小学校ＰＴＡ連合会 相談役 丸西  孝 出席  

中学校ＰＴＡ連合会 副会長 新和  賢   

境港市小学校長会 会長 築谷 直人 出席  

境港市中学校長会 会長 渡部 雅之 出席  

憲法を暮らしにいかす市民の会 足田 芳憲 出席  

上道町１区自主防災組織 大東 正一   

竹内町防災士会 伊佐治 敏 出席  

岬風会 永見 慎一   

境港の未来を考える会 黒目 伸一郎 出席  

副市長 清水 寿夫 出席  

教育長 松本 敏浩 出席  



事 務 局 鳥取県危機管理局原子力安全対策課長 木本 達也  

米子市総務部防災安全監  佐小田 廣光  

米子市総務部防災安全課長 大野原 円  

米子市総務部防災安全課危機管理室長 田中 崇詞  

米子市総務部防災安全課係長 戸崎  聡  

境港市総務部防災監 黒崎  享  

境港市総務部自治防災課長 大道 幸祐  

境港市総務部自治防災課主査 足立 敏之  

境港市総務部自治防災課危機管理室長 手島  厚  

 

鳥取県原子力安全顧問、オブザーバー等 名簿 

＜鳥取県原子力安全顧問＞（対面参加） 

 

＜鳥取県原子力安全顧問＞（Web参加） 

 

＜オブザーバー＞ 

氏   名 所 属 ・ 職 名 備   考 

出雲 昌浩 島根県防災部 次長  

 

氏   名  所 属 ・ 職 名 専門分野 

片岡  勲 
株式会社原子力安全システム研究所  

技術システム研究所長 

原子炉工学 

・原子力工学 

望月 正人 大阪大学大学院工学研究科 教授 
原子炉工学 

・熱加工力学、材料力学 

西田 良平 鳥取大学 名誉教授 
地震関係 

・地震活動、震源メカニズム 

河野 勝宣 鳥取大学大学院工学研究科 准教授 
地下水・地盤対策 

・地盤工学 

氏   名  所 属 ・ 職 名 専門分野 

占部 逸正 福山大学工学部 名誉教授 
環境モニタリング 

・放射線計測・防護 

遠藤  暁 広島大学大学院工学研究院 教授 
環境モニタリング 

・環境放射能 

藤川 陽子 京都大学複合原子力科学研究所 准教授 
環境モニタリング 

・放射能環境変動 

神谷 研二 広島大学 副学長 
放射線影響評価 

・緊急被ばく医療 

富永 隆子 
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

 被ばく医療グループリーダー 

放射線影響評価 

・救急医学、被ばく医療 

牟田  仁 東京都市大学工学部 准教授 
原子炉工学 

・原子力工学 

佐々木 隆之 京都大学大学院工学研究科 教授 
放射性廃棄物 

・核燃料サイクル 

香川 敬生 鳥取大学大学院工学研究科 教授 
地震関係 

・強震動、震源断層 

梅本 通孝 筑波大学システム情報系 准教授 
原子力防災 

・都市、地域防災学 


