
 

                

令和元年１１月２２日 

                             

 

 

暴風雪災害防止に向けた「防災講演会 in 湧別町」を開催します 

 

 

 

 
 

 

 

記 

 

 開催日時  令和元年１２月２日（月）１４：００～１７：００（１３：３０開場） 

 
 開催場所  湧別町文化センターさざ波（紋別郡湧別町栄町２１９番地の１） 
        
 内  容  テーマ「地域防災力を鍛えよう」 
       １）「防災落語～暴風雪編～」 

流氷亭 雨恋（りゅうひょうてい あまごい）氏  
       ２）「気象庁が発表する防災気象情報について」 
         網走地方気象台 予報官 窪田 芳徳 氏 
       ３）「湧別町における１日防災学校等の取組紹介」 
         湧別町役場 総務課情報防災グループ 主幹 青山 賢治 氏 

       ４）「オホーツク管内の防災教育について」 
         北海道オホーツク総合振興局 地域政策課 主査 瀧 一晃 氏 
       ５）「ぼくとわたしの防災ネットワーク～そなえる・おぼえる・たすけあう～」 
         もしも北海道 代表 大橋 二三子 氏 
 
 定  員  １００名（入場無料） 事前申込みは不要ですので、直接会場にお越し下さい。 
  
 （※１）網走地方道路防災連絡協議会 
   地域住民、地方自治体及び関係機関が相互に連携を図り、道路防災事業を推進することに 

より、道路災害の防止及び災害発生時の被害拡大を防止することを目的とし、平成１４年に 
設置された組織です。（構成機関：別紙参照） 

 
 

 

 「網走地方道路防災連絡協議会」（※１）では、平成２５年３月に発生した暴風雪災害を教訓

として、被害の防止や軽減を図るため、行政による公助だけでなく、地域ぐるみでの共助、自身

の安全は自ら守る自助の心構えなどを啓発することを目的とした防災講演会を下記のとおり開

催しますので、お知らせいたします。 

【問合せ先】  国土交通省 北海道開発局 網走開発建設部 

   道路防災推進官   河門前 勝己 電話 0152-44-6549（直通） 

道路整備保全課長  片岡  敏行 電話 0152-44-6513（直通） 

網走開発建設部ＨＰ https://www.hkd.mlit.go.jp/ab/ 
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地域防災力を鍛えよう
「防災落「防災落語～暴風雪編～」～暴風雪編～」

流氷流氷亭 雨恋雨恋 ( りゅうひょうて(りゅうひょうてい あまごい )氏あまごい )氏
「防災落語～暴風雪編～」

流氷亭雨恋 ( りゅうひょうてい あまごい )氏
本名：廣瀨 聡 氏。2018 年気象庁入庁（網走地方気象台）。大学在学時は落語研究会に所属。高座
名の由来は、流氷が接岸することや雨が少ないオホーツクの特徴から。北海道網走管内で防災意
識向上をテーマとした落語公演を行っている。

網走地方気象網走地方気象台予報予報官 窪田芳徳 氏
「気象庁が発表する防災気象情報について「気象庁が発表する防災気象情報について」「気象庁が発表する防災気象情報について」

網走地方気象台予報官 窪田芳徳 氏
1989 年 気象庁入庁（岩見沢測候所）、2013 年 札幌管区気象台 技術部予報課 技術専門官、 
2014 年 新千歳航空測候所 予報課 予報官を経て、2017 年 網走地方気象台にて予報官として着任、
現在に至る。

「湧別町における1日防災学校等の取り組み紹介」「湧別町における1日防災学校等の取り組み紹介」
湧別町役湧別町役場総務課情報防災グルー総務課情報防災グループ主幹 青山 賢治 氏

「湧別町における1日防災学校等の取り組み紹介」
湧別町役場総務課情報防災グループ主幹 青山 賢治 氏

1994 年 旧湧別町役場入庁、2002 年 湧別町役場 国保年金係長、2010 年 （新）湧別町役場 水産係長
を経て、2019 年 湧別町役場 情報防災グループにて主幹として着任し、湧別町内の防災に関する
様々な取り組みに携わっている。

「オホーツク管内の防災教育について」「オホーツク管内の防災教育について」
北海道オホーツク総合振興北海道オホーツク総合振興局地域政策地域政策課主査 瀧一晃 氏

「オホーツク管内の防災教育について」
北海道オホーツク総合振興局地域政策課主査 瀧一晃 氏

1996-2017 年 天塩町職員、2010-2012 年 北海道後期高齢者医療広域連合派遣を経て、2017 年 に
北海道職員採用、オホーツク総合振興局 地域政策課主査として着任。町職員時代は経済部門の他、
主に建設部門で道路･港湾･河川の維持管理を担当した。現在は道職員として、道内における防災
業務を担当している。

「ぼくとわたしくとわたしの防災の防災ネットワートワーク～そなえる･おぼえる･たすけあう～」～そなえる･おぼえる･たすけあう～」
もしも北海もしも北海道 大橋二三二三子 氏

「ぼくとわたしの防災ネットワーク～そなえる･おぼえる･たすけあう～」
もしも北海道 大橋二三子 氏

ラジオパーソナリティーの他、イベント企画制作、ライター、ブライダルコーディネーターとし
て活動。2005 年より防災活動に携わり、札幌厚生年金会館にて「さっぽろ防災フォーラム」を開
催。また、住民や生徒を対象とした防災に関する交流授業や「十年DIGのすすめ (札幌・旭川等
で 30回以上開催 )」の講師など、様々な活動を行っている。

令和元令和元年 月 日(月日(月)1212 2 14:04:00-17:00
(開場開場 13:30)

湧別町文化センター さざ波湧別町文化センター さざ波
令和元年 月 日(月)12 2
湧別町文化センター さざ波

14:00-17:00

〒099-6404 紋別郡湧別町栄町219番地の1  [TEL] 01586-5-3189

問い合わせ先：網走地方道路防災連絡協議会 事務局 (TEL 0152-44-6573)
北海道開発局網走開発建設部道路防災推進官 (TEL 0152-44-6549) 主催：網走地方道路防災連絡協議会

(開場 13:30)
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別紙

No. 機関名
1     オホーツク総合振興局
2     北見市
3     網走市
4     紋別市
5      大空町
6     美幌町
7     津別町
8     斜里町
9     清里町

10   小清水町
11   訓子府町
12   置戸町
13   佐呂間町
14   遠軽町
15   湧別町
16    滝上町
17   興部町
18   西興部村
19   雄武町
20   北海道警察北見方面本部
21   北見警察署
22   網走警察署
23   紋別警察署
24   遠軽警察署
25   興部警察署
26    斜里警察署
27    美幌警察署
28   北見地区消防組合
29   網走地区消防組合
30   紋別地区消防組合
31   斜里地区消防組合
32   遠軽地区広域組合
33   美幌・津別広域事務組合
34   北見商工会議所
35   北海道商工会連合会オホーツク支所
36   オホーツク観光連盟
37    北海道北見バス株式会社
38    一般社団法人北見地区トラック協会
39    北見市ハイヤー組合
40    北見個人タクシー協同組合
41    網走地方気象台
42   北海道旅客鉄道株式会社
43   陸上自衛隊　第６普通科連隊　美幌駐屯地
44   陸上自衛隊　第２５普通科連隊　遠軽駐屯地
45   北海道電力株式会社送配電カンパニー北見支店
46    オホーツク総合振興局網走建設管理部
47   網走開発建設部

網走地方道路防災連絡協議会　構成機関
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