
                       

 

令 和 3 年 3 月 2 2 日 

国土交通省九州地方整備局 

筑 後 川 河 川 事 務 所 

『第２回筑後川・矢部川流域治水協議会』を開催します 

  

 

 

 
 

 

１． 開催日時  

令和 3 年 3 月２6 日（金）１５時３０分～１７時００分（予定） 

２． 場所  

筑後川河川事務所 1 階 第１会議室 （WEB 会議での開催） 

３． 出席予定者 

筑後川流域治水協議会・矢部川流域治水協議会 協議会員 参考資料に記載 

※協議会員は WEB での参加になります。 

４． 議事内容 

別紙１「議事次第（案）」参照 

５． その他 

 報道機関のみの公開となります。会場の都合上、各社の必要最小限の人数で

ご参加いただき、３／２４迄に別紙２の連絡先までご連絡願います。 

 報道機関の方は会場にお越しでのご参加になります。 

 参加者はマスク着用をお願いします。 

 当日、降雨などにより防災体制等に入った場合は中止することがあります。 

 

 
 

 

流域全体のあらゆる関係者が協働して、水害を軽減させる治水対策、「流域治水」へ

転換し、ハード・ソフト一体の事前防災対策を加速していくため、流域内の県・市町

村・関連機関から構成される「筑後川流域治水協議会」「矢部川流域治水協議会」を今

年 9 月に設立しました。 

今回、関係機関・各自治体と連携し今後取り組む内容を示した「流域治水プロジェ

クト」の公表に向けて、「筑後川流域治水協議会」及び「矢部川流域治水協議会」を合

同開催いたします。 

問い合わせ先 

筑後川河川事務所  技術副所長   志賀 三智（内線２０５） 

調査課長    田脇 康信（内線３５１） 

 電話 ０９42－33－9131（代表） 



別紙 1 

 

 

令和２年度 第２回 

筑後川流域治水協議会 矢部川流域治水協議会 合同協議会 

 

日時：令和３年３月２６日（金）１５：３０～  

場所：筑後川河川事務所第1会議室（WEB会議） 

 

議事次第 

１．開会 

２．挨拶 

３．議事 

１）流域治水協議会会員の追加について 

２）流域治水プロジェクト（案）について 

３）意見交換 

４．閉会 

       

 

 



別紙 2 

 

取材登録 

 

取材をご希望される報道機関におかれましては、事前にご登録のご協力をお

願いいたします。 

 

メール送信期限： ３月２４日（水）1７時００分まで 

 

送信先アドレス： qsr-chikugo-hp@mlit.go.jp 

 

【ご登録の際にご連絡いただく内容】 

１．報道機関名 

２．取材者等 

①ご氏名 ②連絡先（電話番号） ③取材人数  

※各社最小限人数での取材にご協力をお願いいたします。 

 

mailto:qsr-chikugo-hp@mlit.go.jp


参考資料１ 

 
筑後川流域治水協議会 協議会員  第２回協議会時点（今回承認予定含む） 

 

久留米市長 

柳川市長 

筑後市長 

大川市長 

小郡市長 

筑紫野市長 

太宰府市長 

うきは市長 

朝倉市長 

筑前町長 

東峰村長 

大刀洗町長 

大木町長 

広川町長 

佐賀市長 

鳥栖市長 

神埼市長 

吉野ヶ里町長 

基山町長 

上峰町長 

みやき町長 

南小国町長 

小国町長 

日田市長 

九重町長 

玖珠町長 

 

福岡県 県土整備部 河川整備課長 

福岡県 県土整備部 河川管理課長 

福岡県 県土整備部 港湾課長 

福岡県 県土整備部 砂防課長 

福岡県 建築都市部 都市計画課長 

福岡県 建築都市部 下水道課長 

福岡県 農林水産部 農山漁村振興課長 



福岡県 農林水産部 林業振興課長 

福岡県 久留米県土整備事務所長 

福岡県 朝倉県土整備事務所長 

福岡県 南筑後県土整備事務所 柳川支所長 

福岡県 八女県土整備事務所長 

福岡県 那珂県土整備事務所長 

 

佐賀県 県土整備部 副部長 

佐賀県 農林水産部 農山漁村課長 

佐賀県 農林水産部 森林整備課長 

佐賀県 農林水産部 林業課長 

佐賀県 政策部 危機管理・報道局 危機管理防災課長 

佐賀県 佐賀土木事務所長 

佐賀県 東部土木事務所長 

 

熊本県 土木部 河川港湾局 河川課長 

熊本県 土木部 道路都市局 下水環境課長 

 

大分県 土木建築部 河川課長 

大分県 土木建築部 砂防課長 

大分県 土木建築部 公園・生活排水課長 

大分県 土木建築部 建築住宅課長 

大分県 土木建築部 都市・まちづくり推進課長 

大分県 農林水産部 農村基盤整備課長 

大分県 農林水産部 森林保全課長 

大分県 農林水産部 森林整備室長 

大分県 西部振興局 農林基盤部長 

大分県 生活環境部 防災対策企画課長 

大分県 日田土木事務所長 

大分県 玖珠土木事務所長 

 

農林水産省 九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所長 

林野庁 九州森林管理局 福岡森林管理署長 

 

森林整備センター 九州整備局長 

 

水資源機構 筑後川局長 

 



国土交通省 九州地方整備局 筑後川ダム統合管理事務所長 

国土交通省 九州地方整備局 佐賀河川事務所長 

国土交通省 九州地方整備局 筑後川河川事務所長 



 

矢部川流域治水協議会 協議会員  第２回協議会時点（今回承認予定含む） 

 

久留米市長 

柳川市長 

八女市長 

筑後市長 

大川市長 

みやま市長 

大木町長 

 

福岡県 県土整備部 河川整備課長 

福岡県 県土整備部 河川管理課長 

福岡県 県土整備部 港湾課長 

福岡県 県土整備部 砂防課長 

福岡県 建築都市部 都市計画課長 

福岡県 建築都市部 下水道課長 

福岡県 農林水産部 農山漁村振興課長 

福岡県 農林水産部 林業振興課長 

福岡県 南筑後県土整備事務所 柳川支所長 

福岡県 八女県土整備事務所長 

 

農林水産省 九州農政局 北部九州土地改良調査管理事務所長 

林野庁 九州森林管理局 福岡森林管理署長 

 

森林整備センター 九州整備局長 

 

国土交通省 九州地方整備局 筑後川河川事務所長 


