
年 月 日

○

○

○

＜【小丸川・一ツ瀬川】協議会概要＞
1. 第３回　小丸川・一ツ瀬川水系水防災意識社会再構築協議会
2. 平成30年5月30日（水）10:00～11:00
3. 高鍋町役場３階　第１会議室（高鍋町大字上江8437番地）

＜【大淀川】協議会概要＞
1. 第３回　大淀川水系水防災意識社会再構築協議会
2. 平成30年5月30日（水）14:00～15:00
3. 宮崎河川国道事務所 別館３階会議室 （宮崎市大工2丁目39番地）

◆ 取材について：
・協議会は報道関係者を対象に公開します（傍聴・取材可）
・取材を希望される場合は事前に以下の問い合わせ先か、当日受付までお申し込みください。

(問い合わせ先)
国土交通省　九州地方整備局　宮崎河川国道事務所 TEL ０９８５－２４－８２２１(代表)

　　　 TEL ０９８５－２４－８５０５(直通)　　
技術副所長　　　 岩﨑 征弘（内線２０４）　
調査第一課長　 西野 公雄（内線３５１）　　

宮崎県　県土整備部 　 河川課　　TEL ０９８５－２６－７１８４(直通)　
主幹　　  　 脇山 富夫

主査 久保田 基寛　
砂防課　　TEL ０９８５－２６－７１８７(直通)　　　　　　

主幹　　    松山 重保
技師　　　 吉川 和樹

直轄区間では平成２８年度、県管理区間では平成２９年度に策定した「減災に係る取
組方針」の実施状況をフォローアップし、情報の共有を図ります。

会 議 名 ：

日 時 ：
場 所 ：

発表記者クラブ

場 所 ：

宮崎県政記者クラブ

　国土交通省

九州地方整備局　宮崎河川国道事務所／宮崎県　　共同発表

平成 30 5 25

記 者 発 表 資 料

5月30日（水）に第3回水防災意識社会再構築協議会（小丸川・一ツ瀬川水系、大淀川
水系）を開催します。

会 議 名 ：

日 時 ：

第３回　水防災意識社会再構築協議会を開催
～ハード・ソフト両面での減災に向けた取り組みを進めます～

「水害（災害）に強い人づくり」や「情報伝達のための環境づくり」など、全５項目におい
て、現在までに進められている主な取組内容を共有します。



 

 

第３回 小丸川・一ツ瀬川水系水防災意識社会再構築協議会 
         

               日時：平成３０年５月３０日（水） 

１０時～１１時 

場所：高鍋町役場３階 第１会議室 

 

<議事次第> 

 

 

1. 開会 

2. 挨拶(宮崎河川国道事務所 事務所長)  

3. 協議会の経緯と進め方  ・・・・・・・・・・ 資料１  

4. 議事 

1）規約改正（組織改正等に伴う） ・・・・・・ 資料２  

2）取り組み方針フォローアップ    

【直轄区間】・・・・・・・  資料３－１ 

【県管理区間】・・・・・・ 資料３－２ 

5.その他 

6.閉会 

【参考資料－１】



所 属 等

国土交通省 宮崎河川国道事務所 事務所長

気象庁 宮崎地方気象台 台長

宮崎県 総務部
危機管理局長
兼危機管理課長

県土整備部 河川課長

砂防課長

西都土木事務所 所長

高鍋土木事務所 所長

高鍋町 町長

木城町 町長

新富町 町長

川南町 町長

都農町 町長

西都市 市長

西米良村 村長

宮崎市 市長

○アドバイザー 宮崎大学名誉教授 杉尾　哲

○事務局 宮崎河川国道事務所 調査第一課
宮崎県 西都土木事務所

高鍋土木事務所

機 関 名

別表－１

　　　　小丸川、一ツ瀬川水系水防災意識社会再構築協議会　委員名簿

【参考資料－１】



 

 

第３回 大淀川水系水防災意識社会再構築協議会 
 

日時：平成３０年５月３０日（水） 

１４時～１５時 

場所：宮崎河川国道事務所 別館３階会議室 

 

<議事次第> 

 

 

1. 開会 

2. 挨拶(宮崎河川国道事務所 事務所長)  

3. 協議会の経緯と進め方    ・・・・・・・・・・  資料１ 

4. 議事 

1）規約改正（組織改正等に伴う） ・・・・・・ 資料２  

2）取り組み方針フォローアップ  

【直轄区間】・・・・・・・  資料３－１ 

【県管理区間】・・・・・・ 資料３－２ 

5.その他  

6.閉会 

【参考資料－２】



所 属 等

国土交通省 宮崎河川国道事務所 事務所長

気象庁 宮崎地方気象台 台長

宮崎県 総務部
危機管理局長

兼危機管理課長

県土整備部 河川課長

砂防課長

宮崎土木事務所 所長

都城土木事務所 所長

小林土木事務所 所長

高岡土木事務所 所長

都城市 市長

三股町 町長

小林市 市長

高原町 町長

宮崎市 市長

国富町 町長

綾町 町長

○アドバイザー 宮崎大学名誉教授　　　　杉尾　哲

○事務局 宮崎河川国道事務所 調査第一課
宮崎県 宮崎土木事務所

都城土木事務所
小林土木事務所
高岡土木事務所

機 関 名

別表－１

大淀川水系水防災意識社会再構築協議会　委員名簿

【参考資料－２】



<<協議会の流れ（イメージ）>> 

 

 

第１回水防災意識社
会再構築協議会 
（小丸川） 

第１回水防災意識社
会再構築協議会 
（大淀川下流） 

第１回水防災意識社
会再構築協議会 
（大淀川上流） 

第１回小丸川、一ツ
瀬川水系水防災意識
社会再構築協議会 

H28.6.1 
H28.6.2 

H28.5.30 

第１回大淀川水系水防災意識社会再構築協議会 
H29.6.2 

第３回小丸川、一ツ
瀬川水系水防災意識
社会再構築協議会 第３回大淀川水系水防災意識社会再構築協議会 

第２回大淀川水系水防災意識社会再構築協議会 

H30.5.30 

県区間取組方針策定 

第２回小丸川、一ツ
瀬川水系水防災意識
社会再構築協議会 

H29.12.22 

今回（取組方針フォローアップ） 

H30.1.22 

県区間自治体が加わり改組 

水防法法定協議会へ改組 

第２回水防災意識社会再構築協議会【合同開催】 
H28.8.31 

直轄区間取組方針策定 

【参考資料－３】



⽔防災意識社会再構築協議会の検討経緯
平成27年12⽉11⽇ ⽔防災意識社会再構築ビジョンの策定

（国⼟交通省 ⽔管理・国⼟保全局）

平成28年5⽉30⽇ 第1回 ⽔防災意識社会再構築協議会（⼩丸川）

平成28年6⽉1⽇ 第1回 ⽔防災意識社会再構築協議会（⼤淀川下流）

平成28年6⽉2⽇ 第1回 ⽔防災意識社会再構築協議会（⼤淀川上流）
・平成17年台⾵第14号災害を契機になされた提⾔「⽔害に強い地域づくりのあり⽅について」を基に取組
状況と課題を整理し、新たな減災に係わる取組⽅針をまとめることを確認した。
・現状での⽔害リスクや提⾔を踏まえた減災の取組状況について確認した。
・本協議会においてとりまとめる「減災の取組⽅針」の⽬標を決定した。

平成28年8⽉31⽇ 第2回 ⽔防災意識社会再構築協議会（合同開催）
・減災に係る取組⽅針の策定

【直轄区間】

【直轄区間】

平成29年６⽉2⽇ 第３回⽔防災意識社会再構築協議会（合同開催）
第１回⼤淀川⽔系⽔防災意識社会再構築協議会
第１回⼩丸川・⼀ツ瀬川⽔系⽔防災意識社会再構築協議会

・「減災に係る取組⽅針」実施状況をフォローアップ

・2つの協議会を統合し、県管理区間を加え「⼤淀川⽔系⽔防災意識社会再構築協議会」に改組

【直轄区間・県管理区間】

平成29年12⽉18⽇ 第２回⼤淀川⽔系⽔防災意識社会再構築協議会

・平成29年６⽉に改正された⽔防法における「⼤規模氾濫減災協議会」「都道府県⼤規模氾濫減災協議会」
に改組した。
・「県管理区間の減災に係る取組⽅針」を策定した。

【直轄区間・県管理区間】

平成30年1⽉22⽇ 第２回⼩丸川・⼀ツ瀬川⽔系⽔防災意識社会再構築協議会

平成30年5⽉30⽇ 第3回⼩丸川・⼀ツ瀬川⽔系⽔防災意識社会再構築協議会

平成30年5⽉30⽇ 第3回⼤淀川⽔系⽔防災意識社会再構築協議会

【直轄区間・県管理区間】 【今回】取組方針のフォローアップ

【参考資料－４】
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