
 

    

 

平 成２９年 ５月 ２４日 

九 州 地 方 整 備 局 

川 内 川 河 川 事 務 所 

 

川内川の防災関係者を対象に水防・洪水予報 

連絡会及び防災セミナーを開催します。 
 

川内川水防・洪水予報連絡会及び防災セミナーは、川内川流域の防災関係機関において、

災害時の連携・支援体制の充実強化を目的に開催します。 

 

◆開催日時 

平成２９年５月２６日（金） １３：３０～１４：００（防災セミナー） 

１４：１０～１５：１０（川内川水防・洪水予報連絡会）

◆開催場所 

虎居地区公民館（鹿児島県薩摩郡さつま町虎居西新町１１番地３号） 

※報道機関のみへの公開となります。テレビカメラ等による撮影は、会議の妨げにならない

ように、ご配慮願います。 

 

【目的】 

防災セミナー 

  九州地方は、自然的条件から災害が発生しやすい国土となっており、国の役割として、関係機関等と連携

し、災害対応に万全を期すことが求められています。そして、災害時には地方公共団体との連携、支援を行

うことは九州地方整備局の重要な役割と考えています。そこで、九州の地方公共団体の首長を対象として、

九州地方整備局の「自治体との災害時の連携・支援体制の充実、強化」の取り組みを紹介し、九州全体の総

合的な防災対応能力の向上を図るため防災セミナーを開催しているものです。 

川内川水防・洪水予報連絡会 

川内川水防・洪水予報連絡会は、水防法及び気象業務法の趣旨に基づき、川内川流域における水災を防止

し又は軽減するため、また円滑な洪水予報業務に資するため、水防並びに洪水予報に関する関係官公庁及び

諸団体間の連絡及び調整の円滑化を図り、もって公共の安全に寄与することを目的に設立されています。 

 

問い合わせ先 

川内川水防・洪水予報連絡会事務局（川内川河川事務所 調査課） 

TEL ０９９６－２２－３３５９（直通） 

調査課長   安部 剛   （内線３５１） 

 

 



平成２９年度防災セミナー及び川内川水防・洪水予報連絡会

次 第

１．平成２９年度 防災セミナー １３：３０～１４：００

１）開 会

２）九州地方整備局における防災の取り組みについて

九州地方整備局 企画部 防災課 松永課長補佐

（１）九州地方整備局における防災対応について

（２）ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ災害時における自治体への応援・支援内容

３）閉 会

２．川内川水防・洪水予報連絡会 １４：１０～１５：１０

１）開 会

２）挨 拶

３）情報共有項目

（１）川内川における防災の取組みについて

（２）川内川水防・洪水予報連絡会規約について

（３）川内川洪水予報業務に関する細目協定及び

川内川洪水予報実施要領の変更について

（４）平成２９年度川内川重要水防箇所の変更について

（５）平成２８年度水防警報・洪水予報実績報告

（６）鶴田ダムの洪水調節について

（７）防災気象情報の改善について

（８）九州南部地方 ３ヶ月予報について

（９）平成２９年度重要水防箇所合同巡視について

４）その他

・「川の防災情報」Xrain-GIS版について

５）閉 会



2017/5/24現在

番号 機　　　　関　　　　名 委員名 役　　職 氏　　　名 役　　職 氏　　　名

1 国土交通省　川内川河川事務所 所長 会長 事務所長 坂元　浩二

2 気象庁　鹿児島地方気象台 台長 委員 台長 里田　弘志 水害対策気象官 蛇嶋　成一

3 北薩地域振興局建設部 部長 代理 技術主幹兼河川砂防第一係長 四村　正二 専門員 福岡　一成

4 国土交通省　鶴田ダム管理所 所長 委員 所長 川野　晃 専門官 原口　和行

5 気象庁　宮崎地方気象台 台長 委員 台長 小泉　岳司 土砂対策気象官 柳川　勇

業務係長 小宮　誠

6 鹿児島県　土木部　河川課 河川課長 代理 管理係長 福田　修一

7 鹿児島県　危機管理局　危機管理防災課 危機管理防災課長 欠席

8 姶良・伊佐地域振興局建設部 河川港湾課長 委員 河川港湾課長 橋口　高行

9 宮崎県　県土整備部　河川課 河川課長 欠席

10 宮崎県　総務部危機管理局危機管理課 危機管理課長 欠席

11 宮崎県　小林土木事務所 所長 代理 副主幹 堀本　俊孝

12 薩摩川内市 市長 代理 副市長 知識　博美 防災グループ長 冨迫　健生

13 さつま町 町長 委員 町長 日髙　政勝

14 伊佐市 市長 委員 市長 隈元　新 総務課長 有薗　良介

交通消防防災係 徳田　哲士

15 湧水町 町長 代理 副町長 宮園　昭一 総務課長 田方　利郎

16 えびの市 市長 代理 副市長 杉元　真一

17 鹿児島県警察本部 警備課長 欠席

18 薩摩川内警察署 署長 代理 警備課長 大山　龍樹

19 さつま警察署 署長 代理 警備課長 奥　基良

20 伊佐警察署 署長 代理 警備課長 志水　正司 警備係 野本　健太

21 横川警察署 署長 代理 警備課長 竹内　利哉

22 えびの警察署 署長 欠席

23 陸上自衛隊　第１２普通科連隊　国分駐屯地 連隊長(国分駐屯地司令) 欠席

24 陸上自衛隊　第８施設大隊　川内駐屯地　 大隊長（川内駐屯地司令） 代理 情報保全班長 東　勝二 保全陸曹 中西　裕一

25 陸上自衛隊　第２４普通科連隊　えびの駐屯地 連隊長(えびの駐屯地司令) 欠席

26 薩摩川内市消防局 消防局長 代理 課長 角島　栄

27 さつま町消防本部 消防長 代理 消防課長補佐兼消防団係長 田中　俊朗

28 伊佐湧水消防組合消防本部 消防長 代理 警防係長 鶴留　嗣也

29 西諸広域行政事務組合消防本部 消防長 代理 署長 前原　泰典

30 日本放送協会　鹿児島放送局 局長 記者 野依　環介

31 （一財）河川情報センター　福岡センター 所長 委員 所長 森田　昭廣

32 ＮＴＴ西日本　鹿児島支店 支店長 欠席

33 九州旅客鉄道株式会社　鹿児島鉄道事業部 支社長 欠席

34 九州電力株式会社　鹿児島電力センター 所長 代理 副長 梅木　多香司

35 電源開発株式会社　南九州電力所 所長 代理 所長補佐 三浦　靖典

36 ＪＮＣ株式会社　水俣製造所 所長 代理 宮原　理 清水　真人

事　務　局 技術副所長 甲斐　公久 調査課長 安部　剛

管理課長 河上　徹 専門官 川﨑　裕次

　（　川内川河川事務所　） 水防企画係長 木﨑原　康一

防災セミナー、川内川水防・洪水予報連絡会　出席者名簿


