
幹事会の報告について 

 

 
●第1回 幹事会 平成28年 6月 13日（月） 

 １）遠賀川の減災に係る取組方針＜骨子＞について 

  

●第2回 幹事会 平成28年 7月 19日（月） 

 １）取組方針等に関する調整ついて 

 ２）取組方針策定後の実務の進め方について 

 ３）第2回協議会について 

  

 ※出席者は、次項のとおり。 

 

 

 

 
【参 考】：規約抜粋 
 
   第７条 （幹事会） 

     ５ 幹事会は、協議会の運営に必要な情報交換、調査、分析、減災対策等

の各種検討、調査を行うことを目的とし、結果について協議会へ報告

する。 

    第10条（会議の公開） 

      ２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することに

より公開と見なす。 

 

資料－１ 
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No 所　　　属 職　　名 氏  名 備　　考

1
国土交通省　九州地方整備局
　　　　　　　　　　　遠賀川河川事務所

技術副所長 三浦　錠二

2 気象庁　福岡管区気象台 予報課長 糸長　登志夫 代理：水害気象対策官　福永裕一郎

3 福岡県　総務部　防災危機管理局 防災企画課長補佐 宇都宮　剛 欠席

4 福岡県　総務部　防災危機管理局 消防防災指導課長補佐 永利　修一 代理：事務主査　浅井寛

5 福岡県　県土整備部 河川課長補佐 姫野　保則

6
福岡県　県土整備部
　　　　　　　　　直方県土整備事務所

用地課長 藤川　稔

7
福岡県　県土整備部
　　　　　　　　　北九州県土整備事務所

用地課長 永光　幸宗

8
福岡県　県土整備部
　　　　　　　　　田川県土整備事務所

用地課長 岩松　孝

9
福岡県　県土整備部
　　　　　　　　　飯塚県土整備事務所

用地課長 米丸　好治

10 北九州市　建設局 河川整備課長 清水　俊光

11 北九州市　八幡西区 総務企画課長 堤　晴幸

12 直方市 総務・コミュニティ推進課長 古賀　淳 代理：係長　河村隆志

13 飯塚市 防災安全課長 井上　成道

14 田川市 安全安心まちづくり課長 奥　優子

15 中間市 安全安心まちづくり課長 村上　知裕

16 宮若市 総務課長 白土　成人 代理：防災安全係　山下秀俊

17 嘉麻市 防災対策課長 松隈　直文

18 芦屋町 総務課長 松尾　徳昭

19 水巻町 総務課長 蔵元　竜治 代理：主事　新枦和昭

20 岡垣町 地域づくり課長 武谷　勝 欠席

21 遠賀町 総務課長 牛草　英雄

22 小竹町 総務課長 木原　章 代理：松永健佑

23 鞍手町 総務課長 藤原　光徳

24 桂川町 総務課長 弓削　孝徳

25 香春町 総務課長 小林　速人 代理：正蔵寺賢吾

26 添田町 防災管理課長 木戸　衛一郎

27 糸田町 総務課長 田崎　明夫 代理：主事　池田弘

28 川崎町 防災管財課長 中野　清隆

29 大任町 総務企画財政課長 鈴木　学

30 福智町 総務課長 森野　和彦 代理：係長　若林友克

31 赤村 総務課長 荒木　錠治 欠席

遠賀川水防災意識社会構築推進協議会　第１回幹事会　出席者名簿

日時：平成28年6月13日（月）　14:00～16:00
場所：遠賀川地域防災施設　2Ｆ会議室
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No 所　　　属 職　　名 氏  名

1
国土交通省　九州地方整備局
　　　　　　　　　　　遠賀川河川事務所

技術副所長 三浦　錠二

2 気象庁　福岡管区気象台 予報課長 糸長　登志夫 代理：水害気象対策官　福永裕一郎

3 福岡県　総務部　防災危機管理局 防災企画課長補佐 宇都宮　剛 代理：事務主査　眞子剛幸

4 福岡県　総務部　防災危機管理局 消防防災指導課長補佐 永利　修一

5 福岡県　県土整備部 河川課長補佐 姫野　保則

6
福岡県　県土整備部
　　　　　　　　　直方県土整備事務所

用地課長 藤川　稔

7
福岡県　県土整備部
　　　　　　　　　北九州県土整備事務所

用地課長 永光　幸宗

8
福岡県　県土整備部
　　　　　　　　　田川県土整備事務所

用地課長 岩松　孝

9
福岡県　県土整備部
　　　　　　　　　飯塚県土整備事務所

用地課長 米丸　好治

10 北九州市　建設局 河川整備課長 清水　俊光 代理：防災係長　中原崇文

11 北九州市　八幡西区 総務企画課長 堤　晴幸

12 直方市 総務・コミュニティ推進課長 古賀　淳

13 飯塚市 防災安全課長 井上　成道

14 田川市 安全安心まちづくり課長 奥　優子

15 中間市 安全安心まちづくり課長 村上　知裕

16 宮若市 総務課長 白土　成人 代理：防災安全係　山下秀俊

17 嘉麻市 防災対策課長 松隈　直文

18 芦屋町 総務課長 松尾　徳昭

19 水巻町 総務課長 蔵元　竜治

20 岡垣町 地域づくり課長 武谷　勝

21 遠賀町 総務課長 牛草　英雄

22 小竹町 総務課長 木原　章 欠席

23 鞍手町 総務課長 藤原　光徳

24 桂川町 総務課長 弓削　孝徳

25 香春町 総務課長 小林　速人 代理：課長補佐　新谷敦司

26 添田町 防災管理課長 木戸　衛一郎

27 糸田町 総務課長 田崎　明夫

28 川崎町 防災管財課長 中野　清隆

29 大任町 総務企画財政課長 鈴木　学

30 福智町 総務課長 森野　和彦

31 赤村 総務課長 荒木　錠治 代理：主事　青柳慧

遠賀川水防災意識社会構築推進協議会　第２回幹事会　出席者名簿

日時：平成28年7月19日（月）　14:00～16:00
場所：遠賀川地域防災施設　2Ｆ会議室


