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幹事会の報告について 

 

 
○第１回 幹事会 平成２８年７月２８日（月） 

 

（１） 減災対策協議会の構成員等について 

（２） 減災のための目標及び目標達成の見直し（案）について 

（３） 現状の取組状況の情報共有について 

（４） 目標達成のための取組（案）とりまとめについて 

（５） 今後の進め方について 

（６） その他 

 

 

 
○第２回 幹事会 平成２８年８月１０日（水） 

 

（１） 減災対策協議会の規約改正（案）について 

（２） 減災のための目標及び目標達成の見直し（案）について 

（３） 第２回協議会資料（減災に係る取組方針（案））について 

（４） その他 

 

※ 参加者は、次頁のとおり 

資料－２ 
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常願寺川、神通川、庄川及び小矢部川大規模氾濫に関する減災対策協議会 

第１回幹事会 出席者名簿 

 
日時：平成 28 年 7月 28 日（木）10:00～ 

場所：富山防災センター 2 階 待機室 

機関名 幹事 他出席者 

富山市 前田 防災対策課長 山元 建設政策課長 

高岡市 久郷 土木維持課長 広田 危機・管理室長 
随行：廣瀬 危機・管理室主任 

立山町 山下 建設課長  

舟橋村 吉田 生活環境課長（欠席）  

射水市 
前川 道路・河川管理課長 

代理：南 課長補佐 
一松 総務課長 
随行：村中 総務課主査 

砺波市 加藤 土木課長 齊藤 総務課主査 

小矢部市 
瀬戸 建設課長 

代理：吉田 課長補佐 
唐嶋 理事・総務課長 

南砺市 荒井 建設課長（欠席） 武部 総務課長 

富山県 
吉岡 河川課主幹 

随行：勝山 主任 

武脇 防災・危機管理課 

副主幹 

富山県富山土木センター 
佐伯 工務第二課長 

代理：笹谷 河川管理班長 
 

富山県富山土木センター立山土木事務所 飯田 工務課副主幹  

富山県高岡土木センター 
新庄 工務第二課長 

代理：川合 河川砂防班長 
 

富山県高岡土木センター小矢部土木事務所 
竹内 工務課長 

代理：河上 河川砂防班長 
 

富山県砺波土木センター 加藤 工務第二課長  

富山地方気象台 
寸田 防災管理官 

随行：池野 水害対策気象官 
 

北陸地方整備局 富山河川国道事務所 齋藤 副所長  

オブザーバー 

機関名 出席者  

西日本旅客鉄道(株)金沢支社 富山新幹線保線区 川添 区長  

あいの風とやま鉄道(株) 施設管理センター 福田 係長  

北陸電力(株)富山支店 
技術部 土木建築チーム 

寺沢 専任副課長  

関西電力(株)電力流通事業部 北陸電力部 
土木グループ 

岡崎 チーフマネジャー  

電源開発(株)中部支店 御母衣電力所 原口 所長代理  

北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所 河村 建設監督官  
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常願寺川、神通川、庄川及び小矢部川大規模氾濫に関する減災対策協議会 

第２回幹事会 出席者名簿 
日時：平成 28 年 8月 10 日（水）10:00～ 

場所：富山河川国道事務所 3 階 大会議室 

機関名 幹事 他出席者 

富山市 

前田 防災対策課長 

代理：村田 主幹 

随行：島原 防災対策課副主幹 

 

高岡市 
久郷 土木維持課長 

 随行：坂田 技師 
広田 危機・管理室長 

随行：廣瀬 危機・管理室主任 

立山町 山下 建設課長 清水 総務課長補佐 

舟橋村 吉田 生活環境課長  

射水市 前川 道路・河川管理課長 
一松 総務課長 

随行：村中 総務課主査 

砺波市 

加藤 土木課長 

 代理：橋本 主幹 

 随行：山本 主任 

齋藤 総務課主査 

小矢部市 瀬戸 建設課長 唐嶋 総務課長 

南砺市 
荒井 建設課長 

代理：笠原 道路河川維持係長 
武部 総務課長 

富山県 
吉岡 河川課主幹 

随行：勝山 主任 

武脇 防災・危機管理課 

副主幹 

富山県富山土木センター 
佐伯 工務第二課長 

代理：笹谷 河川管理班長 
 

富山県富山土木センター立山土木事務所 
飯田 工務課副主幹 

 代理：永原 河川班長 
 

富山県高岡土木センター 新庄 工務第二課長  

富山県高岡土木センター小矢部土木事務所 
竹内 工務課長 

 代理：河上 河川砂防班長 
 

富山県砺波土木センター 加藤 工務第二課長  

富山地方気象台 
寸田 防災管理官 

 代理：曲田 防災気象官 
 

北陸地方整備局 富山河川国道事務所 齋藤 副所長  

オブザーバー 

機関名 出席者  

西日本旅客鉄道(株)金沢支社 北陸広域鉄道部 前 土木助役  

あいの風とやま鉄道(株) 施設管理センター 福田係長  

北陸電力(株)富山支店 
技術部 土木建築チーム 

寺沢 専任副課長  

関西電力(株)電力流通事業部 北陸電力部 土木グループ 神野  

電源開発(株)中部支店 御母衣電力所 原口 所長代理  

北陸地方整備局 利賀ダム工事事務所 （欠 席）  
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