
資料－１

幹事会の報告について

○第１回 幹事会 平成２８年６月２８日（火）

（１）北上川上流洪水減災対策協議会規約について

（２）減災のための目標（案）について

（３）今後の進め方について

（４）その他

○第２回 幹事会 平成２８年８月２日（火）

（１）北上川上流の減災に係る取組方針（案）について

（２）今後の進め方について

（３）その他

※参加者は、次項のとおり



Ｎｏ 機　関　名 所　　属 役　　職 氏　　名 備　　考

1 盛岡市 総務部 危機管理防災課 課長 藤澤 厚志

2 危機防災係長 滝村 敏道

3 危機防災係　主任 荒屋 洋介

4 花巻市 総合政策部 防災危機管理課 課長 及川 牧雄

5 北上市 消防防災部 消防防災課 課長 佐藤 康浩

6 防災係長 岩城 智也

7 遠野市 遠野市消防本部　消防総務課 課長 菊池 久人

8 一関市 一関市消防本部 防災安全対策監 兼 防災課長 佐藤 幸紀

9 八幡平市 防災安全課 課長 遠藤 明広

10 奥州市 市民環境部 危機管理課 課長補佐兼防災保安係長 村上 義久 （代理）

11 滝沢市 市民環境部 防災防犯課 課長 引木 光吉

12 主任 瀧川 翔太

13 雫石町 防災課 課長 徳田 秀一

14 岩手町 総務課 課長 府金 邦忠

15 紫波町 企画総務部 総務課 課長 阿部 薫之

16 消防防災室長 工藤 信吾

17 矢巾町 総務課 防災安全室長補佐 花立 孝美 （代理）

18 西和賀町 総務課 課長 刈田　哲彦

19 金ケ崎町 生活環境課 課長 阿部 一之 （欠席）

20 平泉町 総務課 主任主査 伊藤 正幸 （代理）

21 盛岡地方気象台 防災管理官 藤原 政志

22 水害対策気象官 紺野 友希

23 岩手県 総務部　総合防災室 主任主査 細川 徹 （代理）

24 県土整備部　河川課 河川海岸担当課長 馬場 聡

25 主査 吉田 直矢

26 主査 小田島 淳

27 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 総括地域防災調整官 木村 恭一

28 副所長 三浦 義昭

29 地域防災調整官 對馬 正則

30 用地第一課長 鳥屋部 勝弘

31 工務第一課長 樋川　満

32 工務第三課長 大平　知秀

33 調査第一課長 岩沢 博章

34 調査第一課　調査係長 阿部 拓馬

35 調査第一課　水防企画係長 竹原 正高

36 調査第一課　水防調整係長 高橋 正明

37 河川占用調整課長　 飯塚 康博

38 河川管理課長　 外山 久典

39 防災課長 佐藤 信之

40 一関出張所長 斎藤 茂則

41 北上川ダム統合管理事務所 副所長 山田 光雄

42 管理第一課長 三浦 高史

出　　席　　者　　名　　簿

「水防災意識社会　再構築ビジョン」に基づく取り組みについて

北上川上流洪水減災対策協議会  第１回幹事会



Ｎｏ 機　関　名 所　　属 役　　職 氏　　名 備　　考

1 盛岡市 総務部 危機管理防災課 課長 藤澤 厚志

2 危機防災係長 滝村 敏道

3 危機防災係　主任 荒屋 洋介

4 花巻市 総合政策部 防災危機管理課 課長 及川 牧雄

5 北上市 消防防災部 消防防災課 課長 佐藤 康浩

6 防災係長 岩城 智也

遠野市 遠野市消防本部　消防総務課 課長 菊池 久人 （欠席）

7 一関市 一関市消防本部 防災安全対策監 兼 防災課長 佐藤 幸紀

8 八幡平市 防災安全課 課長 遠藤 明広

9 奥州市 市民環境部 危機管理課 課長 菊池　進

10 滝沢市 市民環境部 防災防犯課 課長 引木 光吉

11 主任 瀧川 翔太

12 雫石町 防災課 課長 徳田 秀一

13 岩手町 総務課 課長 府金 邦忠

14 紫波町 企画総務部 総務課 課長 阿部 薫之

15 矢巾町 総務課 防災安全室長補佐 花立 孝美 （代理）

西和賀町 総務課 課長 刈田　哲彦 （欠席）

16 金ケ崎町 生活環境課 課長補佐 佐藤　茂志 （代理）

17 平泉町 総務課 課長 岩渕　毅志

18 盛岡地方気象台 防災管理官 藤原 政志

19 水害対策気象官 紺野 友希

20 岩手県 総務部　総合防災室 防災危機管理担当課長 山本　卓美

21 県土整備部　河川課 河川海岸担当課長 馬場　聡

22 主査 小田島 淳

23 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 総括地域防災調整官 木村 恭一

24 副所長 三浦 義昭

25 地域防災調整官 對馬 正則

26 用地第一課長 鳥屋部 勝弘

27 工務第一課長 樋川　満

28 工務第三課長 大平　知秀

29 計画課長 五日市　亘

30 調査第一課長 岩沢 博章

31 調査第一課　調査係長 阿部 拓馬

32 調査第一課　水防企画係長 竹原 正高

33 調査第一課　水防調整係長 高橋 正明

34 河川管理課長　 外山 久典

35 防災課長 佐藤 信之

36 水沢出張所長 野口 暁浩

37 北上川ダム統合管理事務所 副所長 山田 光雄

38 管理第一課長 三浦 高史

「水防災意識社会　再構築ビジョン」に基づく取り組みについて

北上川上流洪水減災対策協議会  第２回幹事会

出　　席　　者　　名　　簿
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