
沙流川日高町富川地区水害タイムライン 第５回検討会 
 

日 時：平成３０年１月３０日（火） 
１３時３０分～１７時００分 

場 所：門別総合町民センター2階大集会室 
事務局：日高町、室蘭開発建設部、室蘭地方気象台 

 
 

議 事 次 第 

 

        司 会：日高町総務課 

１．開会挨拶       松尾 一郎 座長 

２．全体協議       事務局 

(1) 全体協議の進め方説明 

(2) 全体協議（途中 10分程度の休憩） 

３．全体講評      志田アドバイザー・黒木副座長・松尾座長 

４．次回連絡・閉会 
 
 

配 付 資 料 

次   第 議事次第、出席者名簿、設置要綱 

資 料 １ 全体協議の進め方 

資 料 ２ これまでに挙げられた防災課題一覧 

資 料 ３ 沙流川日高町富川地区水害タイムライン（一次案） 

参考資料１ 災害シナリオ・リスク及びタイムラインステージについて 

参考資料２ 用語集（暫定版） 
  



沙流川日高町富川地区水害タイムライン 第５回検討会 
出 席 者 一 覧 

平成 30年 1月 30日 敬称略 
 所 属 機 関 役 職 等 氏  名 

座長 東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター 客員教授 松尾 一郎 

副座長 特定非営利活動法人環境防災研究機構北海道 代表理事 黒木 幹男 

アドバイザー 日本気象予報士会 北海道支部 副支部長 志田 昌之 

参加機関 

日高町 

 

町長 三輪 茂 

副町長(本庁) 佐藤 則男 

副町長(総合支所) 蔦 守 

住民課 
課長 水上 博志 

総括主幹 工藤 正和 

子育て福祉課 課長 野島 浩人 

保険年金課 
課長 池本 敏之 

主幹 松原 譲司 

健康増進課 課長 園田 由美子 

経済観光課 課長 川西 光浩 

建設課 課長 山下 敏洋 

管財建築課 課長 小野 俊勝 

水・くらしサービスセンター 

所長 小林 政美 

総括主幹 吉田 和彦 

主幹(上水道) 福澤 彰宏 

門別国民健康保険病院 事務長 深根 英範 

日高総合支所 地域住民課 課長 榎本 典康 

教育委員会 管理課 課長 東 親久 

日高町自主防災組織連絡協議会 副会長 豊島 清治 

日高西部防災マスター協議会 副会長 松下 吉文 

日高西部消防組合 

消防本部 消防課 消防参事官 濱口 大五 

富川消防署 

副署長 門別 進 

警防課管理官 大澤 利幸 

警防係長 富野 春樹 

警防係長 田端 健一 

日高消防団 団長 西尾 英俊 

札幌方面 

門別警察署 
警備係 

警部補 幅田 英樹 

巡査部長 藤田 裕大 

北海道 日高振興局 地域創生部 地域政策課 
主査(防災) 飛騨 剛 

主事 荻野 真道 



参加機関 

北海道 
胆振総合振興局 
室蘭建設管理部 

用地管理室 維持管理課 
主幹 工藤 敏司 

主査(治水維持) 石井 正樹 

門別出張所 所長 渋谷 徹哉 

門別出張所 静内総合治水事務所 所長 水元 琢雄 

北海道開発局 
室蘭開発建設部 

道路整備保全課 道路防災推進官 池田 俊次 

苫小牧河川事務所 

所長 吉田 浩幸 

副所長 野呂 浩生 

計画課長 谷口 清 

流域計画官 松本 卓也 

河川防災専門官 角張 精一 

二風谷ダム管理所 
所長 春日 慶一 

管理係長 小田島 大祐 

苫小牧道路事務所 第 1工務課長 芳川 信之 

北海道森林管理局 日高北部森林管理署 森林土木指導官 牧野 健司 

陸上自衛隊 
第 7師団 

第 7特科連隊第 3特科大隊 
第 3係主任 島田 一学 

警備担当 村上 彰規 

東日本電信電話㈱ 
北海道事業部 

苫小牧営業支店 主査 小根 忠幸 

災害対策室 主査 疋田 靖明 

北海道電力㈱ 
富川営業所 

配電課 副長 上杉 淳二 

オブザーバー 
平取町 まちづくり課 防災係長 阿部 孝之 

むかわ町 総務企画課 危機対策グループ 主幹 大塚 治樹 

事務局 

日高町 総務課 
課長 林谷 昌美 

情報防災 G主幹 湯村 篤司 

北海道開発局 
室蘭開発建設部 

治水課 

課長 天野 聡 

上席治水専門官 旭 峰雄 

治水専門官 園山 裕士 

気象庁 室蘭地方気象台 

防災管理官 田辺 順一 

予報官 伊藤 哲也 

水害対策気象官 塚辺 政美 

環境防災総合政策研究機構 

上席研究員 加村 邦茂 

主任研究員 伊藤 晋 

研究員 森崎 夏輝 

研究員 梅田 智子 

研究員 阪本 秀代 

研究員 元起 宏江 

 計 68名  


