
 

令和３年度 

筑後川・矢部川大規模氾濫に関する減災対策協議会 

筑後川・矢部川流域治水協議会 
 

日 時：令和４年２月９日（水）10:00～12:00 

 

会場：筑後川河川事務所 1 階会議室又は 

Ｗｅｂ会議 開催       

 

 

 

議 事 次 第 

 
 

１．開 会 

 

２．挨 拶 

      

３．議 事 

 

１）規約等改正 

 

 

２）減災対策協議会 概ね５年間の取り組み実施状況 

 

 

３）流域治水プロジェクト 

 

 

４）各機関からの情報提供 

 

 

５）取り組み事例の紹介 

 

 

６）意見交換 

 

 

   ４．閉会 

 



令和3年度　協議会出席者名簿 朱書：新規参画　協議会構成員

1 久留米市長 原口　新五 代理：副市長　森望

2 柳川市長 金子　健次
代理：建設課長　中村正光
代理：総務課長　武田真治

3 八女市長 三田村統之
代理：建設課長　轟研作
代理：防災安全課長　毛利昭夫

4 筑後市長 西田　正治 代理：副市長　北島一雄

5 みやま市長 松嶋　盛人
代理：建設都市部長　松尾武喜
代理：総務課長　椛嶋晋治

6 大川市長 倉重　良一 代理：副市長　橋本　浩一

7 小郡市長 加地　良光 代理：経営政策部防災安全課長　横尾憲保

8 筑紫野市長 藤田　陽三 代理：土木課長　山田学

9 太宰府市長 楠田　大蔵 代理：建設課用地担当課長　伊藤剛

10 うきは市長 髙木　典雄

11 朝倉市長 林　裕二
代理：副市長　右田博也
随行：防災交通課長　浦塚武実

12 大刀洗町長 中山　哲志
代理：副町長　大浦克司
代理：建設課長　棚町瑞樹

13 大木町長 境　公雄

14 広川町長 渡邉　元喜 代理：協働推進課長　萩尾勝昭

15 筑前町長 田頭　喜久己 欠席

16 東峰村長 眞田　秀樹

17 大牟田市 関　好孝 代理：防災危機管理室副室長　栗原敬幸

18 佐賀市長 坂井　英隆 代理：副市長　白井誠

19 鳥栖市長 橋本　康志 代理：副市長　林俊子

20 神埼市長 松本　茂幸 代理：産業建設部農林水産担当理事　松永義彦

21 みやき町長 岡　毅 代理：副町長　江頭正邦

22 上峰町長 武廣　勇平 代理：危機管理対策官　弥永正一

23 吉野ヶ里町長 伊東　健吾 欠席

24 基山町長 松田　一也 代理：副町長　酒井英良
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25 小国町長 渡邊　誠次

26 南小国町長 髙橋　周二

27 日田市長 原田　啓介

28 九重町長 日野　康志 欠席

29 玖珠町長 宿利　政和 代理：副町長　秋吉　一徳

30
福岡県総務部防災危機管理局
防災企画課長

二場　正義 代理：防災企画課主任主事　渡邊祥太郎

31
福岡県総務部防災危機管理局
消防防災指導課長

佐々木　正 代理：消防防災指導課主事　木原聖人

32 福岡県県土整備部 河川管理課長 吉武　範幸 代理：河川管理課課長補佐　荒巻亨

33 福岡県県土整備部 河川整備課長 喜多島　礼和 代理：河川整備課技術補佐　中森健一

34 福岡県県土整備部　港湾課長 龍　啓明 欠席

35 福岡県県土整備部　砂防課長 栗木　一光

36 福岡県県土整備部 道路維持課長 荒殿　宏 欠席

37 福岡県建築都市部 都市計画課長 松村　知樹 欠席

38 福岡県建築都市部 下水道課長 野口　寿文

39 福岡県建築都市部 公園街路課長 中西　政人 欠席

40 福岡県　建築都市部 住宅計画課長 野口　秀昭 欠席

41 福岡県農林水産部　農山漁村振興課長 池田　芳和 代理：農山漁村振興課企画監　佐々木清隆

42 福岡県農林水産部　林業振興課長 佐伯　亮俊

43 福岡県教育庁　教育総務部　施設課長 綾部　耕士 欠席

44 福岡県朝倉農林事務所長 大石　裕二

45 福岡県筑後農林事務所長 成末　則之

46 福岡県筑後川水系農地開発事務所長 永岡　義規

47 福岡県久留米県土整備事務所長 大隈　徹浩
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48 福岡県朝倉県土整備事務所長 白岩　正憲

49 福岡県南筑後県土整備事務所長 原田　昌宏

50 福岡県南筑後県土整備事務所　柳川支所長 椛島　正利

51 福岡県八女県土整備事務所長 本村　庄治

52 福岡県日向神ダム管理出張所長 諸冨　計敏

53 福岡県那珂県土整備事務所長 宇都宮　道明 代理：河川砂防課長　佐藤祐二

54 佐賀県県土整備部　河川砂防課長 満石　孝司

55 佐賀県県土整備部　まちづくり課長 天本　貴子

56 佐賀県県土整備部　下水道課長 重松　友善

57 佐賀県農林水産部　農山漁村課長 土井　正治

58 佐賀県農林水産部　森林整備課長 吉良　孝広 代理：森林整備課副課長　武田経孝

59 佐賀県農林水産部　林業課長 小山田　順二 代理：林業課副課長　北川恭浩

60
佐賀県政策部　危機管理・報道局
危機管理防災課長

三角　治 欠席

61 佐賀県佐賀土木事務所長 川口　孝司

62 佐賀県東部土木事務所長 宮崎　厚志

63 熊本県知事公室危機管理防災課長 柴田　英伸 代理：危機管理防災課課長補佐　宮原尚孝

64 熊本県土木部　河川港湾局　河川課長 菰田　武志

65
熊本県土木部　道路都市局
下水環境課長

仲田　裕一郎

66 熊本県阿蘇地域振興局　土木部長 弓削　真也

67 大分県生活環境部　防災対策企画課長 首藤　圭

68 大分県土木建築部　河川課長 成瀬　哲哉

69 大分県土木建築部　砂防課長 中山　靖人

70 大分県土木建築部　公園・生活排水課長 田中　修

71
大分県土木建築部　建築住宅課
参事監兼課長

中園　幸治
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72
大分県土木建築部
都市・まちづくり推進課長

亀山　英弘

73 大分県農林水産部　農村基盤整備課長 安東　正浩

74 大分県農林水産部　森林整備室長 吉松　史考

75 大分県農林水産部　森林保全課長 中野　賢路

76 大分県西部振興局　農林基盤部長 小野　辰三
随行：課長補佐（総括）　髙倉義治
随行：主幹　野上康則

77 大分県　日田土木事務所長 岡本　文雄 代理：企画調査課　主幹（総括）小嶋望海

78 大分県　玖珠土木事務所長 六角　浩司

79
九州農政局　農村振興部
洪水調整機能強化対策官

德田　祐二 （オブザーバー）

80
九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所長

山村　研吾

81 気象庁　福岡管区気象台長 松村　崇行 代理：気象防災部長　中辻剛

82 気象庁　佐賀地方気象台長 所　克博

83 気象庁　熊本地方気象台長 板東　恭子

84 気象庁　大分地方気象台長 宮下　誠

85 九州森林管理局 福岡森林管理署長 佐藤　肇 代理：森林土木指導官　針持秀一

86
国立研究開発法人　森林研究・整備機構
森林整備センター　九州整備局長

水流　良夫

87 水資源機構　筑後川局長 佐近　裕之

88
九州旅客鉄道株式会社　鉄道事業本部
施設部　工事課長

神崎　諭 （オブザーバー）

89
国土交通省　九州地方整備局
佐賀河川事務所長

亀園　隆

90
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

中村　星剛

91
国土交通省　九州地方整備局
筑後川河川事務所長

吉田　大
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92 技術副所長 志賀　三智

93 事業対策官 髙橋　和久

94 地域防災調整官 山下　浩史

95 河川環境課　専門官 前田　薫

96 調査課　専門官 髙地　真由美

97 調査課　専門員 堀口　利幸

98 調査課　技官 古賀　智己

99 調査課　技官 北島　夏実

＜事務局＞流域治水企画室


