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幹事会の報告について 
 

 

○第１回 幹事会 平成２８年７月４日（月） 

（１）協議会規約の改定（案）について 

（２）各自治体等における減災に係る現状の取組と課題及び目標達
成のための取組（案）について 

（３）高瀬川の減災に係る取組方針（たたき台）について 

（４）今後の進め方について 

（５）その他 

 
 

○第２回 幹事会 平成２８年７月２９日（金） 

（１）協議会規約の改定（案）について 

（２）「高瀬川の減災に係る取組方針（案）」について 

（３）その他 

 
 

○第３回 幹事会 平成２９年４月２６日（火） 

（１）協議会規約の改定（案）について 

（２）「高瀬川の減災に係る取組方針（案）」のフォローアップにつ
いて 

（３）「水防法の一部を改正する法律案」について 

（４）その他 

 

 

資料-１ 
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○第４回 幹事会 平成２９年６月２０日（火） 

（１）協議会規約の改定（案）について 

（２）「高瀬川の減災に係る取組方針（案）」について 

（３）「高瀬川の減災に係る取組方針（案）」のフォローアップにつ
いて 

（４）「水防法の一部を改正する法律案」について 

（５）「水防災意識社会 再構築ビジョン」の主な取組の効果につい
て 

（６）その他 

 

 

○第５回 幹事会 平成３０年６月５日（火） 

（１）協議会規約の改定（案）について 

（２）「高瀬川の減災に係る取組方針（案）」のフォローアップにつ
いて 

（３）「防災・河川環境教育の充実に向けた今後の進め方」について 

（４）「危機管理型水位計」等について 

（５）その他 

 

 

○第６回 幹事会 平成３１年４月２２日（月） 

（１）緊急行動計画の取組について 

（２）「高瀬川の減災に係る取組方針（案）」のフォローアップにつ
いて 

（３）「防災・河川環境教育の充実に向けた今後の進め方」について 

（４）その他 

 

 

※参加者は、次項のとおり 
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高瀬川大規模氾濫時の減災対策協議会（第 1回幹事会） 

出席者名簿 

日時：平成 28年 7月 4日（月） 

13時 30分～15時 00分 

場所：東北町民文化センター   

1階 大集会室   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏 名 所 属 等 備 考 

田川 和義 高瀬川河川事務所 副所長  

高田 弘雄 青森県県土整備部河川砂防課 企画・防災 GM  

熊沢 晋家 青森県危機管理局防災危機管理課 防災企画 GM 欠席 

（佐々木 大輔） （代理：防災企画グループ主査）  

岩井 弘樹 青森地方気象台観測予報管理官 欠席 

（工藤 貴彦） （代理：水害対策気象官）  

織笠 一任 三沢市総務部防災管理課長  

向井 正弘 東北町総務課長  

鳥谷部 昇 七戸町総務課長  

野坂 聖博 六ヶ所村原子力対策課長  



4 
 

高瀬川大規模氾濫時の減災対策協議会（第２回幹事会） 

出席者名簿 

日時：平成 28年 7月 29日（月） 

13時 30分～15時 00分 

    場所：小川原湖交流センター「宝湖館」 

1階多目的ホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 所 属 等 備 考 

田川 和義 高瀬川河川事務所 副所長  

高田 弘雄 青森県県土整備部河川砂防課 企画・防災 GM  

熊沢 晋家 青森県危機管理局防災危機管理課 防災企画 GM 欠席 

（佐々木 大輔） （代理：防災企画グループ主査）  

岩井 弘樹 青森地方気象台観測予報管理官  

織笠 一任 三沢市総務部防災管理課長  

向井 正弘 東北町総務課長  

鳥谷部 昇 七戸町総務課長 欠席 

（辻浦 勝利） （代理：七戸町総務課主幹）  

野坂 聖博 六ヶ所村原子力対策課長  
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高瀬川大規模氾濫時の減災対策協議会（第３回幹事会） 

出席者名簿 

日時：平成 29年 4月 26日（火） 

13時 30分～15時 00分 

    場所：高瀬川河川事務所 ２F会議室  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏 名 所 属 等 備 考 

田川 和義 高瀬川河川事務所 副所長  

岩井 弘樹 青森地方気象台 観測予報管理官 欠席 

（工藤 貴彦） （代理：水害対策気象官）  

羽田 英明 青森県県土整備部河川砂防課 企画・防災 GM  

熊沢 晋家 青森県危機管理局防災危機管理課 防災企画 GM  

村 和久 十和田市総務部総務課長  

吉村 聖毅 三沢市総務部防災管理課長  

高坂 信一 七戸町総務課長  

川村 星彦 六戸町総務課長  

野村 満義 東北町総務課長  

福岡  剛 六ヶ所村原子力対策課長  
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高瀬川大規模氾濫時の減災対策協議会（第４回幹事会） 

出席者名簿 

日時：平成 29年 6月 20日（火） 

13時 30分～15時 30分 

    場所：小川原湖交流センター「宝湖館」 

1階多目的ホール 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏 名 所 属 等 備 考 

田川 和義 高瀬川河川事務所 副所長  

岩井 弘樹 青森地方気象台 観測予報管理官 欠席 

（工藤 貴彦） （代理：水害対策気象官）  

羽田 英明 青森県県土整備部河川砂防課 企画・防災 GM  

熊沢 晋家 青森県危機管理局防災危機管理課 防災企画 GM 欠席 

（佐藤 史武） （代理：防災企画グループ主幹）  

田村 和久 十和田市総務部総務課長  

吉村 聖毅 三沢市総務部防災管理課長  

高坂 信一 七戸町総務課長  

川村 星彦 六戸町総務課長 欠席 

円子 国浩 （代理：総務課 課長補佐）  

野村 満義 東北町総務課長  

福岡  剛 六ヶ所村原子力対策課長  
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高瀬川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 

日時：平成 30年 6月 5日（火） 

13時 30分～15時 30分 

    場所：小川原湖交流センター「宝湖館」 

1階多目的ホール 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏 名 所 属 等 備 考 

清水野 豊 高瀬川河川事務所 副所長  

高橋 浩二 青森地方気象台 観測予報管理官 欠席 

（工藤 貴彦） （代理：水害対策気象官）  

羽田 英明 青森県県土整備部河川砂防課 企画・防災 GM  

佐藤 敬一郎 青森県危機管理局防災危機管理課 防災企画 GM  

中屋敷 和夫 十和田市総務部総務課防災危機管理室長  

吉村 聖毅 三沢市総務部防災管理課長  

高坂 信一 七戸町総務課長  

川村 星彦 六戸町総務課長 欠席 

（森田 俊介） （代理：六戸町総務課主査）  

野村 満義 東北町総務課長  

種市  誠 六ヶ所村原子力対策課長心得  
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高瀬川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 

日時：平成 31年 4月 22日（月） 

13時 30分～15時 00分 

    場所：高瀬川河川事務所  ２階会議室 

  

 
 
 
 

氏 名 所 属 等 備 考 

佐々木 浩幸 高瀬川河川事務所 副所長  

高橋 浩二 青森地方気象台 観測予報管理官  

斉藤 真吾 青森県県土整備部河川砂防課 企画・防災 GM  

菊地  滋 青森県危機管理局防災危機管理課 防災企画 GM 欠席 

鈴木 辰朗 （代理）            防災企画 G技師  

和田 真悦 十和田市総務部総務課防災危機管理室長 欠席 

種市 俊之 三沢市総務部防災管理課長  

中野 昭弘 七戸町総務課長  

川村 星彦 六戸町総務課長 欠席 

森田 俊介 （代理：六戸町総務課主査）  

甲地 和寿 東北町総務課長 欠席 

野田 武儀 （代理：東北町総務課課長補佐）  

佐藤  広 六ヶ所村原子力対策課長  

   

   

   


