
 

○雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会 第９～１１回幹事会 

  

◆第９回幹事会 ・日時：令和元年 7月 3日（水）10:00～12:00 

・場所：大仙市神岡農村環境改善センター 

（１）水防災意識社会の再構築に向けた緊急行動計画について 

 （２）防災教育資料について 

 （３）排水作業準備計画（案）について 

 （４）国交省から話題提供等 

  

◆第１０回幹事会 ・日時：令和元年 9月 10 日（火）13:30～15:30 

・場所：大曲地域職業訓練センター 

（１）水防災意識社会の再構築に向けた緊急行動計画について 

 （２）秋田地域メディア連携協議会について 

 （３）全日本不動産協会秋田本部講習会での説明事項 

 （４）国交省から話題提供等 

 

 

 

 

 

 

議事概要 

・水防災意識社会の再構築に向けた緊急行動計画を踏まえた取組方針改定に向

けた意見交換を行うとともに、引き続き意見交換を行うことを確認した。 

・防災教育及び排水作業準備計画の取組について情報共有を図るとともに、今後

も引き続き取組を推進していくことを確認した。 

議事概要 

・前回に引き続き緊急行動計画を踏まえた取組方針改定に向けた 2 回目意見交

換を実施した。 

・秋田地域メディア連携協議会を設置し、取組を推進するとともに、雄物川減災

対策協議会において情報共有を図っていくことを確認した。 

・不動産関係業界と連携し、講習会の場において水害リスクに関する情報の解説

について報告した。 

資料－１ 
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 ◆第１１回幹事会 ・日時：令和 2年 1月 24 日（金）13:30～15:30 

・大曲地域職業訓練センター 

（１）水防災意識社会の再構築に向けた緊急行動計画について 

 （２）「雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会」規約改定（案） 

 （３）「雄物川の減災に係る取組方針」改定（案） 

 （４）第８回協議会議事内容について 

 （５）国交省から話題提供等 

 ・幹事会開催状況 

 

 

 

 

 

 

 

議事概要 

・緊急行動計画を踏まえた取組方針の改定に向けた 3 回目の意見交換を実施。 

・緊急行動計画を踏まえた規約改定（案）及び取組方針改定（案）について確認

するとともに、第 8 回協議会の議事内容について確認した。 

第 9回 第 10 回 

第 11 回 
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令和元年７月３日（火）

（敬称略）

所　　　属 官　　　職 氏　　　名

秋田市 総務部 防災安全対策課長 八木橋　久美

総務部 防災安全対策課 主席主査 佐々木　昭仁

横手市 総務企画部 危機管理監 鎌田　広行

総務企画部 危機管理課 副主査 松下　大佑

湯沢市 総務部 総務課 総合防災室 総合防災班 班長 村上　始

総務部 総務課 総合防災室 主査 松岡　剛彦

大仙市 総務部 総合防災課長 佐藤　大

総務部 総合防災課 副主幹 藤田　勇人

総務部 総合防災課 主事 梅川　優

仙北市 総務部 総合防災課長 芳賀　昭範

美郷町 住民生活課長 高橋　久也

羽後町 生活環境課長 横井　弘

東成瀬村 民生課長 菊地　茂樹

秋田県　総務部 総合防災課 専門員 保坂　雅弘

秋田県　建設部 河川砂防課 副主幹兼班長 今野　速太

秋田県　秋田地域振興局 総務企画部 地域企画課長 佐藤　正

建設部 保全・環境課長 今野　一夫

秋田県　仙北地域振興局 総務企画部 地域企画課 企画・観光振興班長 堀川　克利

建設部 保全・環境課長 太田　哲

建設部 保全・環境課 副主幹 玉尾　毅

秋田県　平鹿地域振興局 総務企画部 地域企画課長 北野　悟

建設部 保全・環境課長 内藤　秀之

秋田県　雄勝地域振興局 総務企画部 地域企画課長 松本　浩和

建設部 保全・環境課長 伊藤　紀幸

気象庁　秋田地方気象台 防災管理官 山口　寛司

水害対策気象官 髙橋　裕史

秋田河川国道事務所 副所長 齊藤　正道

調査第一課長 成田　正喜

調査第一課 専門官 松野　宏治

調査第一課 水防企画係長 水木　文彦

玉川ダム管理所 所長 泉谷　敏広

管理係長 伊藤　圭彦

成瀬ダム工事事務所 副所長 田川　和義

調査設計課長 小笠原　由次

調査設計課 調査係長 阿部　恵也

湯沢河川国道事務所 副所長 小嶋　光博

建設専門官 菊地　純

調査第一課長 野口　暁浩

調査第一課 専門員 井上　勇

調査第一課 調査係長 伊藤　俊介

調査第一課 水防企画係長 齋藤　豪

調査第一課 調査係員 千葉　聖弥

雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会　第９回幹事会（R1.7.3）

大仙市神岡農村環境改善センター　多目的ホール

3



令和元年９月１０日（火）

（敬称略）

所　　　属 官　　　職 氏　　　名

秋田市 総務部 防災安全対策課長 八木橋　久美

総務部 防災安全対策課 主席主査 佐々木　昭仁

横手市 総務企画部 危機管理課 副主査 松下　大佑

湯沢市 総務部 総務課 防災監兼総合防災室長 藤井　達也

総務部 総務課 総合防災室 主査 松岡　剛彦

大仙市 総務部 総合防災課長 佐藤　大

総務部 総合防災課 主事 梅川　優

仙北市 総務部 総合防災課長 芳賀　昭範

美郷町 住民生活課長 高橋　久也

羽後町 生活環境課 参事 柴田　春樹

東成瀬村 （欠席）

秋田県　総務部 総合防災課 専門員 保坂　雅弘

秋田県　建設部 河川砂防課 副主幹 浅利　洋一

秋田県　秋田地域振興局 総務企画部 地域企画課長 佐藤　正

建設部 保全・環境課長 今野　一夫

秋田県　仙北地域振興局 総務企画部 地域企画課 主幹 堀川　克利

建設部 保全・環境課長 太田　哲

建設部 保全・環境課 副主幹 玉尾　毅

秋田県　平鹿地域振興局 総務企画部 地域企画課長 北野　悟

建設部 保全・環境課長 内藤　秀之

秋田県　雄勝地域振興局 総務企画部 地域企画課 主事 藤原　尚也

建設部 保全・環境課長 伊藤　紀幸

気象庁　秋田地方気象台 防災管理官 山口　寛司

水害対策気象官 髙橋　裕史

秋田河川国道事務所 副所長 齊藤　正道

調査第一課長 成田　正喜

調査第一課 専門官 松野　宏治

調査第一課 水防企画係長 水木　文彦

玉川ダム管理所 所長 泉谷　敏広

管理係長 伊藤　圭彦

成瀬ダム工事事務所 調査設計課長 小笠原　由次

湯沢河川国道事務所 副所長 小嶋　光博

建設専門官 菊地　純

調査第一課長 野口　暁浩

調査第一課 専門員 井上　勇

調査第一課 調査係長 伊藤　俊介

調査第一課 水防企画係長 齋藤　豪

調査第一課 調査係員 千葉　聖弥

雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会　第１０回幹事会（R1.9.10）

大曲地域職業訓練センター　2階講義会議室
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令和2年1月24日（金）

（敬称略）

所　　　属 官　　　職 氏　　　名

秋田市 総務部 防災安全対策課長 八木橋　久美

総務部 防災安全対策課 主席主査 佐々木　昭仁

横手市 総務企画部 危機管理監 鎌田　広行

湯沢市 総務部 総務課 防災監兼総合防災室長 藤井　達也

総務部 総務課 総合防災室 主査 松岡　剛彦

大仙市 総務部 総合防災課長 佐藤　大

総務部 総合防災課 副主幹 藤田　勇人

総務部 総合防災課 主事 梅川　優

仙北市 総務部 総合防災課長 芳賀　昭範

美郷町 住民生活課 環境安全班長 高橋　博和

羽後町 生活環境課長 横井　弘

東成瀬村 （欠席）

秋田県　総務部 総合防災課 専門員 保坂　雅弘

秋田県　建設部 河川砂防課 副主幹兼班長 今野　速太

秋田県　秋田地域振興局 総務企画部 地域企画課長 佐藤　正

建設部 保全・環境課長 今野　一夫

秋田県　仙北地域振興局 総務企画部 地域企画課長 相場　勝也

建設部 保全・環境課長 太田　哲

建設部 保全・環境課 副主幹 玉尾　毅

秋田県　平鹿地域振興局 総務企画部 地域企画課長 北野　悟

建設部 保全・環境課長 内藤　秀之

秋田県　雄勝地域振興局 建設部 保全・環境課長 伊藤　紀之

気象庁　秋田地方気象台 防災管理官 山口　寛司

水害対策気象官 髙橋　裕史

東北電力株式会社 秋田発電技術センター 土木課 副長 木村　雅道

秋田河川国道事務所 副所長 齊藤　正道

調査第一課長 成田　正喜

調査第一課 水防企画係長 水木　文彦

玉川ダム管理所 所長 泉谷　敏広

管理係長 伊藤　圭彦

成瀬ダム工事事務所 副所長 田川　和義

調査設計課長 小笠原　由次

湯沢河川国道事務所 副所長 小嶋　光博

建設専門官 菊地　純

調査第一課長 野口　暁浩

調査第一課 専門員 井上　勇

調査第一課 調査係長 伊藤　俊介

調査第一課 水防企画係長 齋藤　豪

調査第一課 調査係員 千葉　聖弥

雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会　第１１回幹事会（R2.1.24）

大曲地域職業訓練センター　2階講義会議室
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