
第 2 回「長崎県管理河川流域減災対策協議会」幹事会

議 事 次 第

日 時：平成３０年３月５日（月）13:30～15:00(予定)

場 所：県庁１階大会議室 B

１．開 会（挨拶）

２．議 事

１）規約の改正について

２）今回の協議会までの流れ

３）長崎県管理河川の減災に係る取組（案）について

４）協議会の今後の進め方について

３．その他

４．閉 会





平成30年3月5日

機関 氏 名 所 属 機関 氏 名 所 属

野田 浩三朗 長崎市 防災危機管理室 主事 森 隆志 東彼杵町 総務課 課長

小田 晃 長崎市 中央総合事務所地域整備１課 主査 山口 大二郎 東彼杵町 建設課 課長

松山 慎太郎 長崎市 中央総合事務所地域整備１課 小中尾 寿隆 川棚町 総務課 係長

前川 孝師 佐世保市 土木部次長兼河川課長 村川 浩記 波佐見町 総務課 課長

桂木 雅彦 佐世保市 防災危機管理局 主幹 山本 勝憲 佐々町 建設課 課長

森川 博文 島原市 市民安全課 係長 江濱 和直 新上五島町 総務課 主査

陣野 秀美 島原市 市民安全課 危機管理専門員

西川 史洋 島原市 道路課 技師 木下 栄八 長崎振興局 河川課 専門幹

佐藤 拓也 諫早市 河川課 課長補佐 馬場 太志 長崎振興局 河川課 係長

鳥巣 昌樹 諫早市 総務課 事務職員 小川 秀文 県央振興局 河港課 課長

荒木 清治 大村市 道路課 課長 細川 修宏 島原振興局 河港課 課長

小野 隆一郎 平戸市 総務課 危機管理班長 菅 貴行 県北振興局 河川課 専門幹

藤澤 政仁 平戸市 建設課 参事兼維持補修班長 神田 和男 五島振興局 河港課 課長

金子 圭史 松浦市 防災課 副主任 岩永 正幸 上五島支所 建設課 係長

福田 洋治 松浦市 建設課 主査 茶谷 誠一郎 壱岐振興局 建設課 課長

黒岩 大作 対馬市 総務部総務課 係長 岩永 昭博 対馬振興局 河港課 専門幹

永田 秀次郎 壱岐市 建設課 課長 山田 裕志 危機管理課 主任技師

野間田 真一 五島市 総務課危機管理班 事務職員 吉田 通博 河川課 課長補佐

浜崎 宏一郎 西海市 安全安心課 課長補佐 堀田 幸男 長崎地方気象台 水害対策気象官

江口 秀樹 西海市 建設課 課長補佐 作田 一浩 長崎地方気象台 土砂災害対策気象官

清水 友秀 雲仙市 市民安全課 課長 穴井 利明 長崎河川国道事務所 調査第一課 課長

堤内 雄太 雲仙市 監理課 主事 寺中 孝 長崎県 砂防課 課長補佐

松坂 龍 南島原市 総務部総務課 副参事 川内 俊英 長崎県 河川課 課長

濱田 秀人 南島原市 建設部建設課 副参事 松尾 義博 長崎県 河川課 課長補佐

山口 功 長与町 地域安全課 課長 畑口 隆範 長崎県 河川課 課長補佐

日名子 達也 長与町 土木管理課 課長 川田 晋吾 長崎県 河川課 係長

鍵本 雄基 時津町 総務課 主任 岩崎 保憲 長崎県 河川課 係長

太田尾 光二 時津町 都市整備課 主任 山崎 康平 長崎県 河川課 主任技師

長崎県管理河川流域減災対策協議会 幹事会 出席者
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第2回「長崎県管理河川流域減災対策協議会」幹事会
日 時：平成30年3月5日（月）
場 所：県庁１階大会議室B

事務局事務局

五島振興局 上五島支所

壱岐振興局 対馬振興局

南島原市 長与町 時津町

東彼杵町 川棚町 波佐見町

松浦市 対馬市 壱岐市

五島市

入口

佐々町 新上五島町 長崎地方気象台

長崎振興局 県央振興局 島原振興局 県北振興局

長崎河川国道事務所危機管理課 砂防課

西海市 雲仙市

長崎市 佐世保市 島原市

諫早市 大村市 平戸市


