
出席日 機関名 役　　職 氏　　名 備　　　　考

14日 さいたま市 市長 清水　勇人 代理：総務局危機管理部　次長　沼澤　重治

12日 川越市 市長 川合　善明

14日 熊谷市 市長 富岡　清 代理：市長公室危機管理課　主査　松村　共晃

14日 川口市 市長 奥ノ木　信夫 代理：危機管理部 防災課 　主幹　佐藤　信行

14日 行田市 市長 石井　直彦 代理：建設部　部長　岡村　幸雄

14日 加須市 市長 大橋　良一 代理：治水課　主幹　鈴木　崇

12日 東松山市 市長 森田　光一

14日 春日部市 市長 石川　良三 代理：建設部　河川課　課長　畑岸　清一郎

14日 羽生市 市長 河田　晃明 代理：地域振興課　課長補佐　久保　弘之

14日 鴻巣市 市長 原口　和久 代理：危機管理課　主任　星　圭也

14日 深谷市 市長 小島　進 代理：総務部　次長　吉岡　浩二

14日 上尾市 市長 畠山　稔 代理：総務部　危機管理防災課　課長　石島　努

14日 草加市 市長 浅井　昌志 代理：市長室　危機管理課　課長　岩城　宏行

14日 越谷市 市長 高橋　努 代理：市民協働部　危機管理課　副参事兼課長　平井　克明

14日 蕨市 市長 賴髙　英雄 代理：都市整備部　部長　高橋　稔明

14日 戸田市 市長 菅原　文仁

12日 朝霞市 市長 富岡　勝則 代理：危機管理室　危機管理監　村山　雅一

12日 志木市 市長 香川　武文 代理：総務部　防災危機管理課　課長　篠崎　勉

12日 和光市 市長 松本　武洋 代理：危機管理室　室長　喜古　隆広

12日 新座市 市長 並木　傑 代理：総務部　部長　伊藤　佳史

14日 桶川市 市長 小野　克典 代理：市民生活部　危機管理防災監　川末　一弘

14日 久喜市 市長 梅田　修一 代理：消防防災課　課長補佐兼係長　菊地　諭

14日 北本市 市長 三宮　幸雄 代理：くらし安全課　主幹　金子　能也

14日 八潮市 市長 大山　忍 代理：生活安全部　危機管理防災課　課長　向　忠義

12日 富士見市 市長 星野　光弘 代理：　副市長　浅井　義明

14日 三郷市 市長 木津　雅晟 代理：危機管理防災課　課長　中井　哲

14日 蓮田市 市長 中野　和信 代理：総合政策部　危機管理課　課長　小野寺　潤

12日 坂戸市 市長 石川　清

14日 幸手市 市長 木村　純夫 代理：市民生活部　危機管理防災課　課長　鈴木　清

第６回　荒川水系(埼玉県域)大規模氾濫に関する減災対策協議会

出席者名簿

　　　　　　　　　　日時・場所：令和元年11月12日（火）14:30～　ウェスタ川越リハーサル室（小ホール）
　　　　　　　　 　　　　　　　　　令和元年11月14日（木）14:00～　荒川上流河川事務所西浦和出張所会議室
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12日 鶴ヶ島市 市長 齊藤　芳久 代理：安心安全推進課　課長　白井　克英

14日 吉川市 市長 中原　恵人 代理：危機管理課　課長　島田　勝三

12日 ふじみ野市 市長 高畑　博 代理：危機管理防災課　課長　舩津　誠

14日 白岡市 市長 小島　卓 代理：安心安全課　課長　長谷川　亘

14日 伊奈町 町長 大島　清 代理：生活安全課　主幹　前田　廣

12日 三芳町 町長 林　伊佐雄

12日 毛呂山町 町長 井上　健次 代理：総務課　副課長　田辺　和宏

12日 越生町 町長 新井　雄啓 代理：総務課　自治振興担当　課長補佐　松澤　義幸

12日 川島町 町長 飯島　和夫 代理：総務課　課長　鈴木　克久

12日 吉見町 町長 宮﨑　善雄

12日 鳩山町 町長 小峰　孝雄 代理：総務課　主幹　根本　志訓

14日 寄居町 町長 花輪　利一郎 代理：自治防災課　課長　太田　和宏

14日 宮代町 町長 新井　康之 代理：町民生活課　課長　齋藤　和浩

14日 杉戸町 町長 古谷　松雄 代理：くらし安全課　課長　荻原　勝典

14日 松伏町 町長 鈴木　勝 代理：総務課　主幹　岡田　純明

12日 埼玉県
危機管理
　　　防災部長

森尾　博之 欠席

12日
14日

埼玉県 県土整備部長 中村　一之 代理：河川砂防課　参事兼課長　林　雄一郎

12日
14日

気象庁 熊谷地方気象台 台長 桜井　美菜子

14日
独立行政法人水資源機構
荒川ダム総合管理所

所長 髙橋　健一

14日
独立行政法人水資源機構
利根導水総合事業所

所長 笠井　泰孝

12日
14日

国土交通省 関東地方整備局
二瀬ダム管理所

所長 伊藤　和彦 代理：（12日のみ）　専門官　吉澤　真一

12日
14日

国土交通省 関東地方整備局
荒川下流河川事務所

所長 荒川　泰二

12日
14日

国土交通省 関東地方整備局
荒川上流河川事務所

所長 藤本　雄介

12日
14日

国土交通省 関東地方整備局
河川部

部長 佐藤　寿延

12日
14日

国土交通省 関東地方整備局
河川部　水災害対策センター

センター長 由井　修二

12日
国土交通省 関東地方整備局
河川部　河川管理課

課長 星尾　日明

12日
14日

国土交通省 関東地方整備局
河川部　河川計画課

課長補佐 阪本　敦士
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