
「沙流川平取地区水害タイムライン試行版」完成報告、協定式及び記念講演 

 
日 時：平成２９年５月３１日（水） 

１３時３０分～１４時３０分 
場 所：平取町中央公民館 大ホール 
事務局：平取町 

室蘭開発建設部 
室蘭地方気象台 

 
 

議 事 次 第 

 
 
        司会：平取町まちづくり課長 津川 貴晃 
 
１．開会の辞      室蘭開発建設部長 平野 令緒 
 
 
２．タイムライン試行版の完成報告 

タイムライン試行版の検討経緯と概要     室蘭開発建設部 治水課長 天野 聡 
タイムライン試行版の運用方針     室蘭地方気象台 防災管理官 田辺 順一 

 
 
３．タイムライン試行版の協定式 
        平取町長 川上 満 
        室蘭開発建設部長 平野 令緒 
        室蘭地方気象台長 加賀 俊博 
 
 
４．平取町長挨拶      平取町長 川上 満 
 
 
５．講演「全国のタイムラインの運用状況と平取町タイムラインへの期待」 
        沙流川平取地区水害タイムライン検討会座長 松尾 一郎 
 
 
６．閉会の辞      室蘭地方気象台長 加賀 俊博 
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