
機関名
流域治水協議会

構成員
減災対策協議会

構成員
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出席者の部署及び役職
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環境まちづくり部　道路公園課　係長 石川　久

政策経営部　災害対策・危機管理課　係長 宮原　智紀

政策経営部　災害対策・危機管理課　主事 水野　康平

総務部　危機管理課　危機管理担当　危機管理担
当係長

水島　真由美

総務部　危機管理課　危機管理担当係長付 渋谷　昌孝

総務部　危機管理課　危機管理担当係長付 竹内　雅貴

防災危機管理室長 西川　克介

街づくり支援部　土木課　土木計画係長 遠藤　寛

新宿区 新宿区長 ― みどり土木部　道路課計画係　主任 川俣　宣彦

土木部長 吉田　雄大

総務部　防災課長 鈴木　大助

台東区長 ― 土木担当　道路管理課 齋藤　洋

総務部危機・災害対策課 櫻井　洋二

墨田区 墨田区長 墨田区長 都市計画部　危機管理担当　防災課長 山中　淳一

防災課　防災計画係長 新居　賢児

河川公園課　公務係長 中川　富弘

渋谷区長 ― 土木部道路課　道路維持係長 長田　勤

中野区長 ― 都市基盤部　道路課　土木事業調整係長 森　一哉

杉並区 杉並区長 ―

豊島区 豊島区長 ― 都市整備部　道路整備課　道路整備G　主任主事 田中　良樹

北区 北区長 北区長 危機管理室長 小宮山　庄一

区民生活部　防災課長 漆畑　研太

防災都市づくり部　土木管理課長 村山　洋典

荒川水系（東京ブロック）流域治水協議会［第6回］ 及び 荒川水系（東京都）大規模氾濫に関する減災対策協議会（第8回）
出席者名簿

【令和4年5月30日（月）　14:00～16:00　開催】

渋谷区

千代田区 千代田区長 千代田区長

中央区

港区

文京区

台東区

江東区

灰色網掛け：書面参加

中央区長 中央区長

江東区長

中野区

荒川区

江東区長

荒川区長 荒川区長

港区長 港区長

文京区長 文京区長

台東区長―
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都市整備部　都市計画課　課長補佐 秋葉　義則

土木部　土木計画・交通安全課　係長 堀内　崇史

危機管理部長 三浦　康之

練馬区長 ― 土木部　計画課　総合治水係長 吾妻　雄一

足立区長 足立区長 危機管理部　総合防災対策室長 吉原　治幸

都市整備部　調整課　事業調整担当係長 高木　知英

地域振興部　危機管理課　災害対策係長 筒井　敬英

江戸川区長 ― 土木部長 立原　直正

― 江戸川区長 危機管理部長 町山　衛

立川市 立川市長 ― まちづくり部　都市計画課　開発指導係長 毛利　隆之

武蔵野市 武蔵野市長 ―

三鷹市 三鷹市長 ― 都市整備部　緑と公園課長 奥嶋　亮

青梅市 青梅市長 ―

小金井市 小金井市長 ― 都市整備部　都市計画課　都市計画係長 片上　昌芳

小平市 小平市長 ―

東村山市 東村山市長 ― 渡部　尚

東大和市 東大和市長 ― まちづくり部　都市づくり課　都市計画係　主任 山﨑　亮介

清瀬市 清瀬市長 ― 都市整備部　下水道課　施設計画係　主任 岩田　功

東久留米市 東久留米市長 ― 富田　竜馬

武蔵村山市 武蔵村山市長 ―

西東京市 西東京市長 ― 都市基盤部　下水道課　工務係長 前田　覚

瑞穂町 瑞穂町長 ― 都市整備部　建設課　管理係　主任 鳥海　茂身

板橋区長

板橋区長

板橋区

―

―

葛飾区

江戸川区

葛飾区長 葛飾区長

練馬区

足立区
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総合防災部　防災計画課　統括課長代理 野地　朋和

都市基盤部　施設計画担当課長 鯨岡　史歩

東京都 建設局 河川部長 東京都 建設局 河川部長 河川部　計画課長 塚田　晃平

東京都 下水道局 計画調
整部長

― 計画調整部　計画課　課長代理 森　勇人

気象庁 東京管区気象台
気象庁 東京管区気象台
気象防災部長

気象庁 東京管区気象台
気象防災部長

総務部　業務課　防災調整官 加茂　直幸

国土交通省 関東地方整備局
荒川下流河川事務所

国土交通省 関東地方整
備局 荒川下流河川事務
所長

国土交通省 関東地方整
備局 荒川下流河川事務
所長

早川　潤

― 内閣府 企画官
政策統括官（防災担当）付参事官（調査・企画担
当）付　参事官補佐

宮下　規

―
国土交通省 関東地方整
備局 荒川上流河川事務
所長

防災情報課長 阿部　国治

―
国土交通省 関東地方整
備局 二瀬ダム管理所長

遠藤　武志

国土交通省 関東地方整備局
荒川調節池工事事務所

―
国土交通省 関東地方整
備局 荒川調節池工事事
務所長

副所長 大須　栄一

独立行政法人水資源機構 本社
関東事業室

―
独立行政法人水資源機構
本社関東事業室長（特命
審議役）

関東事業室　室長補佐 廣瀬　真由

〈オブザーバー〉
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農林水産省 関東農政局 （オブザーバー参加） ― 大黒　理

東日本旅客鉄道株式会社 東京
支社

（オブザーバー参加） ― 菅生　和也

京成電鉄株式会社 （オブザーバー参加） ― 遠藤　芳樹

川口市
川口市　危機管理部　危
機管理課長（オブザー
バー参加）

川口市　危機管理部　危
機管理課長（オブザー
バー参加）

危機管理部　危機管理課　防災係　主事 大木　真和

蕨市　市民生活部　安全
安心推進課長（オブザー
バー参加）

蕨市 市民生活部 安全安
心推進課長（オブザー
バー参加）

加藤　宏之

戸田市
戸田市　危機管理防災課
長（オブザーバー参加）

戸田市　危機管理防災課
長（オブザーバー参加）

石原　亮

東京消防庁 ―
東京消防庁 警防部 特殊
災害課長（オブザーバー
参加）

東京都 総務局 総合防災
部長

東京都 都市整備局
東京都 都市整備局 都市
基盤部長

―

東京都 建設局

東京都 総務局 総合防災
部長

東京都 総務局

蕨市

東京都 下水道局

内閣府

国土交通省 関東地方整備局
荒川上流河川事務所

国土交通省 関東地方整備局
二瀬ダム管理所


