
所属 役職 氏名

福岡市 市長 高島　宗一郎 代理 福岡市　道路下水道局 道路下水道局長 名古屋　泰之

筑紫野市 市長 藤田　陽三 代理 筑紫野市　土木課 土木課長 山田　学

春日市 市長 井上　澄和 代理 春日市　地域生活部 地域生活部長 猪口　功

大野城市 市長 井本　宗司 代理 大野城市　危機管理部 危機管理部長 山本　一弘

太宰府市 市長 楠田　大蔵 代理
太宰府市
都市整備部　建設課

用地担当課長 伊藤　剛

古賀市 市長 田辺　一城 出席

糸島市 市長 月形　祐二 代理 糸島市　危機管理課 危機管理課長 笠　要

那珂川市 市長 武末　茂喜 代理 那珂川市　市民生活部　安全安心課 安全安心課長 薮　博志

宇美町 町長 木原　忠 代理 宇美町　都市整備課 課長補佐 高田　誠司

篠栗町 町長 三浦　正 代理 篠栗町　都市整備課 都市整備課長 堀　雅仁

志免町 町長 世利　良末 出席

須恵町 町長 平松　秀一 出席

新宮町 町長 長﨑　武利 代理 新宮町　都市整備課 課長補佐 石丸　洋

久山町 町長 西村　勝 出席

粕屋町 町長 箱田　彰 代理 粕屋町　都市政策部 都市政策部長 山本　浩

気象庁　福岡管区気象台
気象防災部　予報課

予報課長 小湊　幸彦 欠席

林野庁　九州森林管理局
福岡森林管理署

福岡森林管理署長 佐藤　肇 出席

国立研究開発法人　森林研究・整備機構
森林整備センター　九州整備局

九州整備局長 水流　良夫 出席

福岡県　総務部
防災危機管理局　防災企画課

防災企画課長 二場　正義 出席

福岡県　総務部
防災危機管理局　消防防災指導課

消防防災指導課長 佐々木　正 代理
福岡県　総務部
防災危機管理局　消防防災指導課

主事 木原　聖人

福岡県　農林水産部
農山漁村振興課

農山漁村振興課長 池田　芳和 代理
福岡県　農林水産部
農山漁村振興課

企画監 佐々木　清隆

福岡県　農林水産部　林業振興課 林業振興課長 佐伯　亮俊 出席

福岡県　県土整備部　道路維持課 道路維持課長 荒殿　宏 代理 福岡県　県土整備部　道路維持課 課長技術補佐 夕田　欣洋

福岡県　県土整備部　河川管理課 河川管理課長 吉武　範幸 出席

福岡県　県土整備部　河川整備課 河川整備課長 喜多島　礼和 出席

福岡県　県土整備部　港湾課 港湾課長 龍　啓明 代理 福岡県　県土整備部　港湾課 課長技術補佐 雜賀 光美

福岡県　県土整備部　砂防課 砂防課長 栗木　一光 出席

福岡県　建築都市部　都市計画課 都市計画課長 松村　知樹 出席

福岡県　建築都市部　公園街路課 公園街路課長 中西　政人 代理 福岡県　建築都市部　公園街路課 課長技術補佐 川崎　裕司

福岡県　建築都市部　下水道課 下水道課長 野口　寿文 出席

福岡県　教育庁
教育総務部　施設課

施設課長 綾部　耕士 代理
福岡県　教育庁
教育総務部　施設課

課長技術補佐 渡辺　深

福岡県　福岡農林事務所 所長 柳田　栄一 出席

福岡県　福岡県土整備事務所 所長 富田　信雄 出席

福岡県　那珂県土整備事務所 所長 宇都宮　道明 出席

令和3年度　福岡・前原・那珂圏域流域治水協議会（仮称）　出席者名簿
所属 役職 氏名 出欠

代理出席者
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所属 役職 氏名

北九州市 市長 北橋　健治 代理 北九州市　建設局 建設局長 東　義浩

宗像市 市長 伊豆　美沙子 代理 宗像市　都市整備部 都市整備部長 増野　静雄

福津市 市長 原崎　智仁 出席

岡垣町 町長 門司　晋 出席

気象庁　福岡管区気象台
気象防災部　予報課

予報課長 小湊　幸彦 欠席

林野庁　九州森林管理局
福岡森林管理署

福岡森林管理署長 佐藤　肇 出席

国立研究開発法人　森林研究・整備機構
森林整備センター　九州整備局

九州整備局長 水流　良夫 出席

福岡県　総務部
防災危機管理局　防災企画課

防災企画課長 二場　正義 出席

福岡県　総務部
防災危機管理局　消防防災指導課

消防防災指導課長 佐々木　正 代理
福岡県　総務部
防災危機管理局　消防防災指導課

主事 木原　聖人

福岡県　農林水産部　農山漁村振興課 農山漁村振興課長 池田　芳和 代理 福岡県　農林水産部　農山漁村振興課 企画監 佐々木　清隆

福岡県　農林水産部　林業振興課 林業振興課長 佐伯　亮俊 出席

福岡県　県土整備部　道路維持課 道路維持課長 荒殿　宏 代理 福岡県　県土整備部　道路維持課 課長技術補佐 夕田　欣洋

福岡県　県土整備部　河川管理課 河川管理課長 吉武　範幸 出席

福岡県　県土整備部　河川整備課 河川整備課長 喜多島　礼和 出席

福岡県　県土整備部　港湾課 港湾課長 龍　啓明 代理 福岡県　県土整備部　港湾課 課長技術補佐 雜賀 光美

福岡県　県土整備部　砂防課 砂防課長 栗木　一光 出席

福岡県　建築都市部　都市計画課 都市計画課長 松村　知樹 出席

福岡県　建築都市部　公園街路課 公園街路課長 中西　政人 代理 福岡県　建築都市部　公園街路課 課長技術補佐 川崎　裕司

福岡県　建築都市部　下水道課 下水道課長 野口　寿文 出席

福岡県　教育庁　教育総務部　施設課 施設課長 綾部　耕士 代理 福岡県　教育庁　教育総務部　施設課 課長技術補佐 渡辺　深

福岡県　福岡農林事務所 所長 柳田　栄一 出席

福岡県　八幡農林事務所 所長 古賀　央 代理 福岡県　八幡農林事務所　農村整備課 農村整備課長 田尻　稔

福岡県　北九州県土整備事務所 所長 植木　昭光 代理
福岡県　北九州県土整備事務所
河川砂防課

河川砂防課長 藤吉　康彦

令和3年度　北九州・宗像圏域流域治水協議会（仮称）　出席者名簿
所属 役職 氏名 出欠

代理出席者


