
記者発表資料 平成２７年２月１７日
福 島 県 土 木 部 砂 防 課
福 島 河 川 国 道 事 務 所
北陸地方整備局河川部

安達太良山・磐梯山噴火時の被害軽減のため
緊急的な砂防計画の検討を行います！

～学識者や防災行政関係者により

「福島県火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委員会」を開催～

福島県、福島河川国道事務所及び北陸地方整備局河川部では、火山噴火に伴う土砂
災害に対して、緊急時に実施する対策を迅速かつ効果的に行い、被害の軽減に資する
ため、福島県内の３火山について「火山噴火緊急減災対策砂防計画」の検討を行って
きました。

今回の委員会では、安達太良山火山噴火緊急減災対策砂防計画の策定に向け、とり
まとめた部会案について審議します。

また、磐梯山火山噴火緊急減災対策砂防計画の検討経過について審議します。

日 時：平成２７年２月２０日（金） １０：００～１２：００

場 所：福島ビューホテル ３Ｆ 会議室「安達太良Ⅱ」
（住所：福島県福島市太田町13-73） ※別紙３参照

内 容：１．安達太良山火山噴火緊急減災対策砂防計画について
２．磐梯山火山噴火緊急減災対策砂防計画について

※別紙１及び別紙２参照
公開等：１．本委員会は公開としております。

２．報道関係者の席を用意しております。
３．一般の方で委員会の傍聴を希望される方は、会場の都合により数に限りが

ありますので先着順とさせていただきます。

＜発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ、
新潟県政記者クラブ、新県政記者クラブ＞

問い合わせ先
福島県土木部砂防課

TEL:０２４－５２１－７４９１（直通）
主幹兼副課長 鍋野 浩和

国土交通省東北地方整備局 福島河川国道事務所
TEL:０２４－５４６－４３３１（代表）

副所長（河川） 二瓶 昭弘
調査第一課長 畑井 言介

国土交通省北陸地方整備局 河川部
TEL:０２５－２８０－８８８０（代表）

建設専門官 長谷川 真英



別紙 1

平成２６年度

福島県火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委員会

（通算：第３回）

日 時 ：平成２７年２月２０日（金） １０：００～１２：００

場 所 ：福島ビューホテル３Ｆ「安達太良Ⅱ」

議 事 次 第

１．開 会

２．開会挨拶 東北地方整備局 福島河川国道事務所長

３．委員紹介

４．規約の改正

５．委員長挨拶

６．議 事

１）安達太良山火山噴火緊急減災対策砂防計画について

・安達太良山作業部会の成果報告

２）磐梯山火山噴火緊急減災対策砂防計画について

・第１回～第４回磐梯山作業部会の審議結果報告

３）今後の予定について

７．その他

８．閉 会



福島県火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委員会
委員名簿

（敬称略） 

委 員  石川 芳治  東京農工大学大学院 教授 

    井良沢 道也 岩手大学農学部 教授 

    植木 貞人   東北大学大学院 客員研究者 

佐藤 公     磐梯山噴火記念館 副館長 

中村 洋一  宇都宮大学教育学部 教授 

長橋 良隆  福島大学共生システム理工学類 教授 

    藤縄 明彦   茨城大学理学部 教授 

    長井 義樹   国土技術政策総合研究所 土砂災害研究部 深層崩壊対策研究官 

    石塚 忠範   (独)土木研究所 つくば中央研究所 土砂管理研究グループ 火山土石流 

 チーム 上席研究員 

 小川 靖志  林野庁 東北森林管理局 置賜森林管理署長 

 冨永 茂  林野庁 関東森林管理局 福島森林管理署長 

 飯塚 充由   林野庁 関東森林管理局 会津森林管理署長 

    清水 信雄    山形県 県土整備部 砂防・災害対策課長 

    橋本 仁   山形県 環境エネルギー部 危機管理・くらし安全局 危機管理課長 

    小川 辰壽    福島県 土木部 砂防課長 

    小池 喜司雄      福島県 生活環境部 災害対策課長 

鈴木 明 福島県 農林水産部 森林保全課長 

 小林 香   福島市長 

安部 三十郎   米沢市長 

 前後 公  猪苗代町長 

 小椋 敏一  北塩原村長 

 品川 萬里   郡山市長 

 新野 洋   二本松市長 

 高松 義行  本宮市長 

 押山 利一   大玉村長 

 室井 照平  会津若松市長 

 山口 信也  喜多方市長 

 五十嵐 源市   磐梯町長 

巻  和男  気象庁 仙台管区気象台 火山防災情報調整官 

菅原 寿  気象庁 山形地方気象台 防災管理官 

板谷 宏之  気象庁 福島地方気象台 防災管理官 

山科 勝嗣   東北地方整備局 河川部 広域水管理官 

 上原 信司  北陸地方整備局 河川部 地域河川調整官 

永尾 慎一郎   東北地方整備局 福島河川国道事務所長 

 丸山 準  北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所長 

 安井 辰弥   北陸地方整備局 阿賀川河川事務所長 

【事務局】  福島県土木部 砂防課 

 東北地方整備局 河川部  

 北陸地方整備局 河川部  

 東北地方整備局 福島河川国道事務所 

 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所 

 北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 
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会場案内図 

 
 

     

          

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場：福島ビューホテル 3F 安達太良Ⅱ 

    （福島市太田町 13-73  電話：024-531-1111） 

 

●JR 福島駅西口より徒歩３分 

福島ビューホテル 

拡大図 



 

 

 

 

 

 

 

 目 的 

 ・本委員会は、平成 19 年 4 月に国土交通省河川局砂防部により策定された「火山噴火緊

急減災対策砂防計画策定ガイドライン」に基づき、福島県３火山（吾妻山、安達太良山、

磐梯山）の「火山噴火緊急減災対策砂防計画」を作成することを目的に平成 22 年１１

月３０日に設置されました。 

 ・今回は、委員会内に設置された「安達太良山作業部会（部会長：井良沢道也教授（岩手

大学農学部））」によりとりまとめられた「安達太良山火山噴火緊急減災対策砂防計画（部

会案）」策定に関して討議を行います。 

 ・また、同様に委員会内に設置された「磐梯山作業部会（部会長：井良沢道也教授（岩手

大学農学部））」による計画検討の進捗報告も行います。 
 
 
 これまでの経緯 

 ・平成２２年１１月３０日に第 1 回検討委員会を開催し、石川芳治教授（東京農工大学大

学院）が委員長に選出されるとともに、吾妻山作業部会が設置されました。 

 ・平成２４年１１月６日に第２回委員会を開催し、「吾妻山火山噴火緊急減災対策砂防計画

（部会案）」策定に関する討議を行い、その後計画を公表しました。また、安達太良山作

業部会、磐梯山作業部会が設置されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年度 

第３回福島県火山噴火緊急減災対策砂防計画検討委員会 

 討議のポイント 

日時：平成２７年２月２０日（金） １０：００～１２：００  
場所：福島ビューホテル３Ｆ（安達太良Ⅱ） 

12/17 

〈参考〉


