
水防連絡会
洪水予報
連絡会

水防災意識社会
再構築協議会

気象庁　熊本地方気象台 気象台長 瀧下　洋一 副会長 協議会構成員

水害対策気象官 西　賢治 幹事

熊本県　土木部 河川港湾局長 永松　義敬
（代表者代理）
幹事

（委員代理）
幹事

河川課長 竹田　尚史 協議会構成員

審議員 谷水　秀行 幹事会構成員

熊本県　知事公室 危機管理防災課　審議員 堀田　誠 代表者代理 委員代理 幹事会会構成員

熊本県　県央広域本部　 土木部長 平山　高志 代表者 委員

　　土木部 工務管理課長 松尾　竜也 副幹事長 幹事

熊本県　県央広域本部
　宇城地域振興局

土木部長 山内　桂王
（代表者代理）
幹事

（委員代理）
幹事

熊本県　県央広域本部　  土木部長 緒方　誠
（代表者代理）
幹事

（委員代理）
幹事

　上益城地域振興局 維持管理調整課長 西山　和宏

熊本県警察本部 警備第二課危機管理室室長補佐 小森田　安信
（委員代理）
幹事

熊本中央警察署 警備第四係長 鶴本　雄一
（委員代理）
幹事

熊本南警察署 警備第四係長 磯田　裕二
（委員代理）
幹事

熊本東警察署 警備課長 麻生　正道
（委員代理）
幹事

警備第四係長 坂井　隆夫

御船警察署 警備係長 長谷　健司
（委員代理）
幹事

宇城警察署 警備課長 金子　知史

熊本市　　　　　　政策局 危機管理防災総室長 吉永　浩伸 代表者代理 委員代理
協議会構成員代理
幹事会構成員

危機管理防災総室副室長 清田　隆宏 幹事 幹事

危機管理防災総室　主査 中間　明央

　 　　　　　　　　　消防局 警防部　警防課長 中村　雅司 幹事

警防部　警防課主査 梅本　智文

備　　考
機　関　名 役　職　名 氏　　名

２０１９年度　白川・緑川水防連絡会　白川・緑川洪水予報連絡会　及び
第４回　白川・緑川水防災意識社会再構築協議会　出席者名簿  (H31.4.18)
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水防連絡会
洪水予報
連絡会

水防災意識社会
再構築協議会

備　　考
機　関　名 役　職　名 氏　　名

宇土市 市長 元松　茂樹 代表者 委員 協議会構成員

土木課長 渡邉　聡 幹事 幹事

危機管理課長 東　顕 幹事会構成員

宇城市 防災消防課長 岩竹　泰治
協議会構成員代理
幹事会構成員

防災消防課　主事 久林　光輝

甲佐町 甲佐町長 奥名　克美 代表者 委員 協議会構成員

くらし安全推進室長 佐々木　善平 幹事会構成員

建設課長 志戸岡　弘 幹事 幹事

御船町 総務課長 藤野　浩之 代表者代理 委員代理
協議会構成員代理
幹事会構成員

建設課長 野口　壮一 幹事 幹事

嘉島町 建設課長 西郡　豊孝
（代表者代理）
幹事

（委員代理）
幹事

協議会構成員代理

美里町 美里町長 上田　泰弘 代表者 委員 協議会構成員

総務課　防災交通係長 髙森　美裕

陸上自衛隊第８師団 司令部第2部　地誌幹部 林田　康宏 委員代理

第４２即応機動連隊第２科　情報幹部 上丸　祐一 幹事代理

第４２即応機動連隊
第２科　地誌陸曹

渕本　敏夫

西日本電信電話株式会社　 設備部長 馬渡　修一 委員代理

　　熊本支店 設備部マネジメント担当主査 梅田　輝彦 幹事代理

日本放送協会　熊本放送局 放送部長 松本　敏樹
（委員代理）
幹事

九州旅客鉄道株式会社　熊本支社 熊本鉄道事業本所工務課長 森髙　寛功
（委員代理）
幹事

九州電力株式会社
送配電カンパニー

グループ長 渡部　秀和
（委員代理）
幹事

熊本送配電統括センター
企画管理グループ

主任 本山　貴志

一般財団法人　河川情報センター 福岡センター所長 森田　昭廣 委員

一般財団法人
　　日本気象協会九州支社

参与 野中　一臣 委員代理
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洪水予報
連絡会

水防災意識社会
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備　　考
機　関　名 役　職　名 氏　　名

国土交通省　 事務所長 鈴木　学 会長 会長 協議会構成員

　　熊本河川国道事務所 副所長 中元　道男 幹事長 幹事長 幹事会構成員

調査第一課長 末吉　仙英 幹事 幹事 幹事会構成員

工務第一課長 中島　貴史 幹事 幹事

河川管理課長 工藤　雄一 副幹事長 幹事

白川出張所長 今村　正史 幹事 幹事

緑川上流出張所長 衛藤　正裕 幹事 幹事

緑川下流出張所長 伊藤　宗輝 幹事 幹事

国土交通省　 事務所長 阿部　成二 代表者 委員 協議会構成員

　　立野ダム工事事務所 調査設計課長 後田　浩二 幹事 幹事 幹事会構成員

国土交通省　 管理所長 光武　孝弘 代表者 委員 協議会構成員

　　緑川ダム管理所 専門官 岩﨑　靖生 幹事 幹事 幹事会構成員

九州防災エキスパート会 リーダー 山本　祐二 オブザーバー

熊本河川国道事務所地区 河川リーダー 緒方　勤 オブザーバー

株式会社　鶴屋百貨店 保安警備部　部長 大村　啓介 オブザーバー

保安警備部付部長 西山　博之 オブザーバー

大成有楽不動産　株式会社九州支店 坂本　祐貴 オブザーバー

株式会社　熊日会館 管理統括マネージャー 伊藤　羊祐 オブザーバー

（事務局）
　　熊本河川国道事務所

調査第一課専門官 原田　光博

調査第一課水防企画係長 宮﨑　純志

河川管理課建設専門官 原田　泰照

河川管理課主任 馬場　充

69名
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