
【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 PT会議会長 

副知事 野川  聡 出席  

危機管理局長 安田 達昭 出席  

福祉保健部長 藤井 秀樹 出席  

生活環境部長 酒嶋  優 出席  

西部総合事務所長 中山 貴雄 出席  

教育委員会次長 森田 靖彦 出席 代理出席 

米 子 市 

原子力発電所 

環境安全対策 

協議会 委員 

【32名】 

 

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（副会長） 西谷  勝之 出席  

米子市自治連合会 副会長（副会長） 上橋 晃治 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  冨田  彰 出席  

米子市男女共同参画推進審議会 中井 大造 出席  

米子市男女共同参画推進審議会 新田ひとみ 出席  

鳥取県西部医師会 副会長 根津   勝 出席  

米子市小学校校長会 校長 田中  豊昭 出席  

米子市中学校校長会 校長 黒安  達彦 出席  

米子市小中学校PTA 連合会 会長 山本  光陽 出席  

米子市社会福祉協議会 会長 田後  良文   

米子市民生児童委員協議会 地区協議会会長 森川 純二 出席  

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 専務理事 森  達也 出席 代理出席 

大篠津地区自治連合会 会長 吉岡  元 出席  

崎津地区自治連合会 会長 松本 俊美 出席 代理出席 

和田地区自治連合会 和田６区自治会 佐々木 茂 出席  

富益地区自治連合会 会長 手島  博   

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 会長 木村 吉春   

河崎地区自治連合会 会長 北村軍二郎   

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 安部自治会会長 尾崎  学 出席  

子どもの人権広場 世話人 深田 卓也 出席  

女性塾 足澤 陽子 出席  

米子市政研究会 和田 典子 出席  

米子市消防団 団長 唐来  明夫 出席  

副市長 伊澤 勇人 出席  

教育長 北尾 慶治 出席  



所 属 ・ 職 名 氏   名 出欠 備 考 

境 港 市 

原子力発電所 

環境安全対策 

協議会 委員 

【29名】 

市長（会長） 中村 勝治 出席 安対協会長 

境港市社会福祉協議会会長 髙木 敏行 出席  

外江地区自治連合会会長 三好 伸作 出席  

鳥取県漁業協同組合代表理事組合長 景山 一夫   

一般社団法人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   

境港商工会議所議員 上田 裕子 出席  

一般社団法人境港青年会議所理事長 池淵 朗拡 出席  

境港市観光協会会長 桝田 知身   

境港市建設業協議会会長 松本  正 出席  

境港医師協会会長 遠藤 秀之   

境港市消防団団長 船木 伸一 出席  

境港市赤十字奉仕団副委員長 濵田 由香 出席  

境港市ことぶきクラブ連合会女性委員会委員長 庄司 正子 出席  

境港市女性団体連絡協議会役員 小灘恵美子 出席  

境地区自治連合会会長 植田 建造 出席  

渡地区自治連合会会長 畑野 成至 出席  

上道地区自治連合会会長 大西毅一郎   

余子地区自治連合会会長 足穂 豊 出席  

中浜地区自治連合会小篠津町自治会会長 木村 幹夫 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 都田 詳子   

小学校ＰＴＡ連合会 三宅 梢   

中学校ＰＴＡ連合会理事 高梨 典子 出席  

境港市小学校長会会長 徳永 哲郎   

境港市中学校長会会長 木村 一也   

憲法を暮らしに活かす市民の会 足田 芳憲 出席  

副市長  清水 寿夫 出席  

教育長  松本 敏浩   

事 務 局 鳥取県原子力安全対策監 水中 進一  

米子市総務部長  菅原  朗  

米子市総務部次長兼防災安全課長 大塚  亮  

米子市総務部主査兼危機管理室長 池口 愼悟  

米子市総務部防災安全課主任 安東 智志  

境港市総務部防災監 木下 泰之  

境港市総務部自治防災課長 山田 幹夫  

境港市総務部自治防災課主査 奥石 憲昭  

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＞ 

 

＜オブザーバー＞ 

氏   名 所 属 ・ 職 名 備   考 

奈良 省吾 島根県防災部 次長（原子力安全）  

勝部 恵治 島根県防災部 原子力安全対策課長  

 

＜中国電力株式会社＞ 

氏   名 所 属 ・ 職 名 備   考 

岩崎 昭正 電源事業本部 島根原子力本部 取締役常務執行役員 

島根原子力本部長 

 

天野 浩一 鳥取支社 執行役員 鳥取支社長  

長谷川 千晃 電源事業本部 島根原子力本部 執行役員 

島根原子力本部副本部長 

 

 

氏   名  所 属 ・ 職 名 専門分野 

占部 逸正 福山大学工学部 教授 
環境モニタリング 

・放射線計測・防護 

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 


