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資料－２ 

減災対策協議会

鳴瀬川等大規模氾濫時の



鳴瀬川等･北上川等大規模氾濫時の 

減災対策協議会 

幹事会の報告について 
 

○第５回 幹事会 平成３１年３月２０日（水） 

１．議事 

（１）鳴瀬川等・北上川下流等の減災に係る取組のフォローアップ 
① Ｈ３０年度の取組み状況・Ｈ３１年度の取組み予定   （アン   

② 取組みのヒアリング結果                 

 

（２）緊急行動計画について 
① 趣旨説明と今後の予定                   

２．情報提供 

① 簡易アラート装置点検マニュアル（案）【DVD】     

② ハザードマップの周知に向けた検討          

③ 要配慮者利用施設の避難確保計画作成の手引き【DVD】 

④ 危機管理型水位計の運用               

３．その他 

（１）国土地理院東北地方測量部の参画について 
（２）今後のスケジュール（案）                  
（３）全体を通しての質疑・応答 

 

 

※参加者は、次項のとおり 

 

 

 

 

資料-２ 
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役　　職 氏　　名 備　　考

石巻市　総務部　危機対策課長 高橋　伸明
同行：危機対策課　防災専門官
　　　　栁瀬　伸二

登米市　総務部　防災課長 富士原　孝好

栗原市　総務部　危機対策課長 髙橋　秀一

東松島市　総務部　防災課長 佐々木　寿晴
代理：総務部　防災課　危機管理監
　　　　松村　幸雄

大崎市　総務部防災安全課　防災安全課長 三浦　利之

富谷市　防災安全課長 横田  利雄

松島町　総務課危機管理監 蜂谷　文也

大和町　総務課危機対策室長 蜂谷　祐士

大郷町　総務課長 浅野　辰夫

代理：総務課　課長補佐兼交通防災係長
　　　　熱海　忠行
同行：総務課　交通防災係　主事
　　　　高橋　祐太

大衡村　総務課長 早坂　勝伸
代理：総務課　主事
　　　　瀬戸　洋一

色麻町　総務課長 曽根　利文
代理：総務課　主事
　　　　井上　峻

加美町　総務課危機管理室長 長田　裕之

涌谷町　総務課長 渡辺　信明

美里町　防災管財課長 寒河江　克哉
代理：防災管財課　主事
　　　　佐々木　幸太朗

女川町　企画課長 欠席

気象庁　仙台管区気象台
  気象防災部　予報課長

加藤 廣

代理：気象防災部　大規模氾濫対策気象官
　　　　加藤　寿明
同行：気象防災部　情報係長
　　　　山鹿

宮城県　総務部
　危機対策課　課長補佐（総括担当）

高橋　義信

代理：危機対策課　主査
　　　　大石　広幸
同行：危機対策課　技術主査
　　　　髙橋　智巳

宮城県　土木部
　河川課　技術副参事兼技術補佐（総括担当）

菊池　浩幸

同行：企画調査班　技術補佐（班長）
　　　　小野寺　正樹
　　　　企画調査班　技師
　　　　津田　亜衣子
　　　　河川課ダム整備班　技術補佐（班長）
　　　　寺嶋　敏行

宮城県　仙台土木事務所　河川部長 堀米　健

宮城県　北部土木事務所　副所長（技術担当） 工藤　達哉

宮城県　北部土木事務所
　　栗原地域事務所　次長（総括担当）

千葉　実

宮城県　東部土木事務所　副所長（技術担当） 鈴木　昌寿
同行：技術次長（企画担当）
　　　　角田　篤彦

鳴瀬川等・北上川下流等大規模氾濫時の減災対策協議会　第５回幹事会
出 席 者 名 簿（１／２）
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役　　職 氏　　名 備　　考

宮城県　東部土木事務所
　　登米地域事務所　次長（総括担当）

小山　健
代理：河川砂防第二班　技術次長（班長）
　　　　阿部　亘

宮城県　仙台地方ダム総合事務所
　技術副参事兼技術次長（総括担当）

扇　健 欠席

宮城県　大崎地方ダム総合事務所
　技術次長（総括担当）

佐藤　和博

宮城県　栗原地方ダム総合事務所
　　技術次長（総括担当）

鈴木　秀明

国土交通省　東北地方整備局
　鳴瀬川総合開発工事事務所　副所長（技術）

高橋　秀
同行：調査設計課長
　　　　沢田　健

国土交通省　東北地方整備局
　鳴子ダム管理所長

土田　恒年
代理：管理係長
　　　　金津　茂人

国土交通省　東北地方整備局
　北上川下流河川事務所　副所長

外山　久典

国土地理院 東北地方測量部　防災情報管理官 菅原　準 （オブザーバー）

東北地方整備局　河川部
水災害予報センター　センター長

今野　裕美 （オブザーバー）

鳴瀬川等・北上川下流等大規模氾濫時の減災対策協議会　第５回幹事会
出 席 者 名 簿（２／２）
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○第６回 幹事会 令和元年５月２２日（水） 

１．議事 

（１）大規模氾濫時の減災対策協議会規約改定（案）について   
（２）緊急行動計画の改定に伴う内容の確認について       
（３）取組方針の改定（案）に関わる意見交換について      
（４）作業スケジュールについて                

２．その他 

（１）宮城県からの情報提供                  
  ・要配慮者利用施設の避難確保計画策定支援    

     ・避難確保計画の作成について 
     ・要配慮者利用施設避難確保計画策定に向けて 

       ～久慈市における取組事例の紹介～ 

     ・台風１０号被害の経験から 

 
 （２）国土地理院からの情報提供                
     ・災害時において国土地理院が提供するデータの 

種類と入手方法について 

 
 （３）北上川下流河川事務所からの情報提供           

  ・マイタイムラインの紹介 

  

（４）全体を通しての質疑・応答 

 

 

※参加者は、次項のとおり 

 

4



役　職 氏　　名 備　　考

石巻市　総務部　危機対策課長 高橋　伸明

登米市　総務部　防災課長 芳賀　勝弘

栗原市　総務部　危機対策課長 髙橋　秀一

東松島市　総務部　防災課長 齋藤　友志

大崎市　総務部　防災安全課長 三浦　利之

富谷市　防災安全課長 横田  利雄

松島町　総務課危機管理監 蜂谷　文也

大和町　総務課危機対策室長 蜂谷　祐士

大郷町　総務課長 浅野　辰夫
代理：総務課　交通防災係長
　　　　赤間　悠太

大衡村　総務課長 早坂　勝伸
代理：総務課　主幹
　　　　瀬戸　洋一

色麻町　総務課長 欠席

加美町　総務課危機管理室長 塩田　雅史

涌谷町　総務課長 渡辺　信明

美里町　防災管財課長 寒河江　克哉

女川町　企画課長 小海途　聡
代理：危機管理監
　　　　阿部　康平

国土地理院 東北地方測量部　防災情報管理官 菅原　準

気象庁　仙台管区気象台
  気象防災部　予報課長

加藤 廣

代理：気象防災部　大規模氾濫対策気象官
　　　　加藤　寿明
同行：水害対策気象官
　　　　小澤　茂

宮城県　総務部
　危機対策課　課長補佐（総括担当）

伊藤　哲也
代理：危機対策課　技術主査
　　　　亀山　知規

宮城県　土木部
　河川課　技術副参事兼課長補佐（総括担当）

長谷川　清人

同行：河川課ダム整備班　技術補佐（班長）
　　　　今野　甚二
　　　　企画調査班　技術補佐（班長）
　　　　小野寺　正樹
　　　　企画調査班　技師
　　　　齋藤　博亮

宮城県　仙台土木事務所　河川部長 本郷　雅俊

宮城県　北部土木事務所　副所長（技術担当） 工藤　達哉

宮城県　北部土木事務所
　　栗原地域事務所　次長（総括担当）

千葉　実
代理：次長（班長）
　　　　浅野　和久

宮城県　東部土木事務所　副所長（技術担当） 大森　隆博
代理：技術次長
　　　　遊佐　久昭

鳴瀬川等・北上川下流等大規模氾濫時の減災対策協議会　第６回幹事会
出 席 者 名 簿（１／２）
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役　職 氏　　名 備　　考

宮城県　東部土木事務所
　　登米地域事務所　次長（総括担当）

佐藤　剛
代理：技術次長（企画担当）
　　　　本郷　和徳

宮城県　仙台地方ダム総合事務所
　技術副参事兼技術次長（総括担当）

鈴木　秀明

宮城県　大崎地方ダム総合事務所
　技術次長（総括担当）

欠席

宮城県　栗原地方ダム総合事務所
　　技術次長（総括担当）

軽部　義行

国土交通省　東北地方整備局
　鳴瀬川総合開発工事事務所　副所長（技術）

清水野　豊
同行：調査設計課長
　　　　沢田　健

国土交通省　東北地方整備局
　鳴子ダム管理所長

佐藤　徳男
代理：管理係長
　　　　金津　茂人

国土交通省　東北地方整備局
　北上川下流河川事務所　副所長

外山　久典

鳴瀬川等・北上川下流等大規模氾濫時の減災対策協議会　第６回幹事会
出 席 者 名 簿（２／２）
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