
 

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  



筑後川 矢部川 所属 役職 氏名

久留米市 市長 大久保　勉 ○ ○ 代理 河川課 課長 牧之内　洋一

柳川市 市長 金子　健次 ○ ○ 代理 建設課 課長 中村　正光

八女市 市長 三田村　統之 ○ 代理 建設課 課長 轟　研作

筑後市 市長 西田　正治 ○ ○ 代理 水路課 課長 中村　孝行

大川市 市長 倉重　良一 ○ ○ 出席

小郡市 市長 加地　良光 ○ 出席

筑紫野市 市長 藤田　陽三 ○ 代理 土木課 課長　 山田　学

太宰府市 市長 楠田　大蔵 ○ 代理 建設課 課長 伊藤　剛

うきは市 市長 高木　典雄 ○ 出席

朝倉市 市長 林　裕二 ○ 出席

みやま市 市長 松嶋　盛人 ○ 代理 建設課 課長 城戸　邦宏

筑前町 町長 田頭　喜久己 ○ 欠席

東峰村 村長 澁谷　博昭 ○ 出席

大刀洗町 町長 中山　哲志 ○ 代理 建設課 課長 田中　豊和

大木町 町長 境　公雄 ○ 〇 出席

広川町 町長 渡邉　元喜 ○ 欠席

佐賀市 市長 秀島　敏行 ○ 代理 佐賀市 副市長 白井　誠

鳥栖市 市長 橋本　康志 ○ 出席

神埼市 市長 松本　茂幸 ○ 代理 産業建設部 部長 嶋　耕二

吉野ヶ里町 町長 伊東　健吾 ○ 代理 総務課 課長 山本　和博

基山町 町長 松田　一也 ○ 代理 建設課 課長 古賀　浩

上峰町 町長 武廣　勇平 ○ 欠席

みやき町 町長 末安　伸之 ○ 欠席

南小国町 町長 髙橋　周二 ○ 代理 建設課 課長 北里　能蔵

小国町 町長 渡邉　誠次 ○ 出席

日田市 市長 原田　啓介 ○ 出席

九重町 町長 日野　康志 ○ 出席

玖珠町 町長 宿利　政和 ○ 欠席

福岡県　県土整備部　河川整備課 課長 喜多島　礼和 〇 〇 代理 河川整備課 課長技術補佐 竹内　康秀

福岡県　県土整備部　河川管理課 課長 植木　昭光 〇 〇 代理 河川管理課 課長技術補佐 今井　清人

福岡県　県土整備部　港湾課 課長 山本　芳香 〇 〇 代理 港湾課 係長 伊藤　圭嗣

福岡県　県土整備部　砂防課 課長 白岩　正憲 〇 〇 代理 砂防課 課長技術補佐 野中　浩二

福岡県　建築都市部　都市計画課 課長 松村　知樹 〇 〇 出席

福岡県　建築都市部　下水道課 課長 宇都宮　道明 〇 〇 出席

福岡県　農林水産部　農山漁村振興課 課長 因　孝一郎 〇 〇 代理 農村漁村振興課 企画監 永岡　義規

福岡県　農林水産部　林業振興課 課長 古賀 　央 〇 〇 出席

福岡県　久留米県土整備事務所 事務所長 荒殿　宏 〇 出席

福岡県　朝倉県土整備事務所 事務所長 田尻　英樹 〇 代理 朝倉県土整備事務所 技術副所長 栗木　一光

福岡県　南筑後県土整備事務所（柳川支所） 柳川支所長 椛島　正利 〇 〇 出席

福岡県　八女県土整備事務所 事務所長 本村　庄治 〇 〇 代理 八女県土整備事務所 副所長 野口 寿文

福岡県　那珂県土整備事務所 事務所長 堀之内　建司 〇 代理 那珂県土整備事務所 副所長 中村　隆年

佐賀県　県土整備部 副部長 大吞　智正 〇 出席

佐賀県　農林水産部　農山漁村課 課長 島内　利昭 〇 出席

佐賀県　農林水産部　森林整備課 課長 一髙　吉輝 〇 出席

佐賀県　農林水産部　林業課 課長 小山田　順二 〇 出席

佐賀県　政策部　危機管理・報道局　危機管理防災課 課長 宮原　浩二 〇 代理 危機管理防災課 副課長 山﨑　吉孝

佐賀県　佐賀土木事務所 事務所長 王丸　義明 〇 代理 佐賀土木事務所 副所長 鳥井　雪広

佐賀県　東部土木事務所 事務所長 宮崎　厚志 〇 出席

熊本県　土木部　河川港湾局　河川課 課長 菰田　武志 〇 出席

熊本県　土木部　道路都市局　下水環境課 課長 森　裕 〇 出席

大分県　土木建築部　河川課 課長 五ノ谷　精一 〇 出席

大分県　土木建築部　砂防課 課長 中山　靖人 〇 出席

大分県　土木建築部　公園・生活排水課 課長 岸元　和明 〇 出席

大分県　土木建築部　建築住宅課 課長 樋口　邦彦 〇 代理 建築住宅課 参事 都瑠　淳一

大分県　土木建築部　都市・まちづくり推進課 課長 岡本　文雄 〇 代理 都市・まちづくり推進課 主幹 百田　鉄志

大分県　農林水産部　農村基盤整備課 課長 安東　正浩 〇 出席

大分県　農林水産部　森林保全課 課長 中野　賢路 〇 出席

大分県　農林水産部　森林整備室 室長 吉松　史考 〇 出席

大分県　西部振興局　農林基盤部 部長 吉田　直人 〇 出席

大分県　生活環境部　防災対策企画課 課長 首藤　圭 〇 出席

大分県　日田土木事務所 所長 豊田　源太郎 〇 出席

大分県　玖珠土木事務所 所長 六角　浩司 〇 出席

九州農政局　北部九州土地改良調査管理事務所 事務所長 山村　研吾 〇 〇 代理 企画課 課長 江川　義文

九州森林管理局 福岡森林管理署 署長 佐藤　肇 〇 〇 出席

森林整備センター　九州整備局 局長 水流　良夫 〇 〇 代理 水源林業務課 課長 松村　伸治

水資源機構　筑後川局 局長 古賀 　徹 〇 出席

九州地方整備局　筑後川ダム統合管理事務所 事務所長 中村　星剛 〇 出席

九州地方整備局　佐賀河川事務所 事務所長 亀園　隆 〇 出席

九州地方整備局　筑後川河川事務所 事務所長 松木　洋忠 〇 〇 出席

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　出席者名簿

所属 役職 氏名
協議会

出欠
代理出席（今回はWEB会議のみ）

※全国地方公共団体コード順
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