
◎ 学 神戸大学名誉教授 出席 川谷　健

兵庫六甲農業協同組合(JA兵庫六甲)
営農経済事業部
担当常務理事

代理 マネージャー 木田　竹枝

NPO法人ひょうご地域防災サポート隊 会長 出席 伊藤　道司

◎：協議会会長

日時：平成27年３月19日（木）15:30～17:00　　場所：尼崎市中小企業センター　1F多目的ホール

関係
団体

オブザーバー（協議会委員） 合同WG出席者

第４回　阪神西部（武庫川流域圏）地域総合治水推進協議会合同ワーキング出席者名簿【オブザーバー】



地域別ＷＧ

阪神南県民センター西宮土木事務所 武庫川対策室長 出席 中村　浩康 座長

神戸県民センター神戸土木事務所
企画調整担当

所長補佐 出席 樋口　俊光 上流域ＷＧ

神戸県民センター神戸土木事務所河川課 課長 出席 田村　健 上流域ＷＧ

神戸県民センター県民交流室
県民交流室次長兼
企画防災課長

欠席 河野　豊 上流域ＷＧ

阪神北県民局宝塚土木事務所
企画調整担当

所長補佐 欠席 松尾　進吾
上流域ＷＧ
中流域ＷＧ

阪神北県民局宝塚土木事務所 まちづくり参事 欠席 常城　晋治
上流域ＷＧ
中流域ＷＧ

阪神北県民局阪神農林振興事務所 副所長 出席 藤本　喜龍
上流域ＷＧ
中流域ＷＧ

阪神北県民局総務企画室 室長 代理 所長補佐兼企画防災課長 葉山　琢
上流域ＷＧ
中流域ＷＧ

丹波県民局丹波土木事務所
企画調整担当

所長補佐 出席 宮本　健一郎 上流域ＷＧ

丹波県民局丹波土木事務所 まちづくり参事 出席 足立　寿伸 上流域ＷＧ

丹波県民局丹波農林振興事務所 副所長 欠席 小野山　直樹 上流域ＷＧ

丹波県民局県民交流室 室長補佐 欠席 西垣　鉄也 上流域ＷＧ

阪神南県民センター西宮土木事務所
企画調整担当

所長補佐 出席 野崎　敏 下流域ＷＧ

阪神南県民センター尼崎港管理事務所 副所長 代理 河川整備課長 古川　仁 下流域ＷＧ

阪神南県民センター県民交流室 次長 代理 県民交流室室長補佐 若林　尚宏 下流域ＷＧ

神戸市建設局下水道河川部河川課 課長 出席 原　正太郎 上流域ＷＧ

神戸市建設局下水道河川部 保全企画担当課長 欠席 吉本　幸宏 上流域ＷＧ

神戸市危機管理室 計画担当課長 欠席 三木　敦史 上流域ＷＧ

神戸市北区役所総務課 課長 欠席 仲田　光男 上流域ＷＧ

三田市都市整備部道路河川課 課長 代理 副課長 石黒　正彦 上流域ＷＧ

三田市経済環境部農業振興課 課長 代理 副課長 榎本　英樹 上流域ＷＧ

三田市総務部防災安全課 課長 代理 副課長 曽根　義隆 上流域ＷＧ

篠山市まちづくり部地域整備課 課長 出席 近成　和彦 上流域ＷＧ

篠山市農都創造部農都整備課 課長 出席 北山　博章 上流域ＷＧ

篠山市市民生活部市民安全課 課長 出席 西牧　成通 上流域ＷＧ

第４回　阪神西部（武庫川流域圏）地域総合治水推進協議会合同ワーキング出席者名簿【ＷＧ構成員】
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地域別ＷＧＷＧ構成員 合同WG出席者

伊丹市都市基盤部
都市基盤室下水道課

課長 代理 主査 仲　正彦 中流域ＷＧ

伊丹市都市活力部
都市整備室都市計画課

課長 代理 主任 元松　亮 中流域ＷＧ

伊丹市総務部危機管理室 室長兼主幹 代理 事務職員 磯山　昭博 中流域ＷＧ

宝塚市都市安全部生活保全室
水政課

室長兼水政課長 出席 足立　孝博 中流域ＷＧ

宝塚市都市安全部危機管理室
総合防災課

課長 出席 江崎　康治 中流域ＷＧ

宝塚市上下水道局施設部
下水道課

課長 出席 金岡　厚 中流域ＷＧ

宝塚市都市整備部都市整備室
都市計画課

課長 出席 下野　泰弘 中流域ＷＧ

宝塚市都市整備部都市整備室
開発指導課

課長 欠席 上治　秀臣 中流域ＷＧ

尼崎市都市整備局土木部
河港・２１世紀の森推進課

課長 出席 藤川　浩志 下流域ＷＧ

尼崎市都市整備局都市計画部
開発指導課

課長 出席 山崎　勝司 下流域ＷＧ

尼崎市都市整備局下水道部計画担当 課長 出席 長岡　敬一 下流域ＷＧ

尼崎市総務局防災安全部防災対策課 課長 代理 係長 片瀬　元 下流域ＷＧ

西宮市土木局道路公園部水路治水課長 課長 出席 尼子　剛志 下流域ＷＧ

西宮市都市局都市計画部都市計画課 課長 出席 清水　裕文 下流域ＷＧ

西宮市防災危機管理局防災総括室
地域防災啓発課

室長兼課長 出席 竹田　隆 下流域ＷＧ

芦屋市上下水道部下水道課 課長 出席 岩崎　満 下流域ＷＧ

芦屋市都市建設部都市計画課 課長 出席 東　実 下流域ＷＧ

芦屋市都市建設部防災安全課 課長 出席 柿原　浩幸 下流域ＷＧ

神戸市北区道場町連合自治会 会長 出席 山下　政司 上流域ＷＧ

三田市区・自治会連合会 会長 出席 藤村　晴彦 上流域ＷＧ

さんだ防災リーダーの会 前会長 出席 藤野　稔 上流域ＷＧ

篠山市波賀野自治会 役員 出席 酒井　正信 上流域ＷＧ

伊丹市自治会連合会 代表理事 出席 藤原　美彰 中流域ＷＧ

宝塚市花の道自治会 会長 出席 森田　大和 中流域ＷＧ

社会福祉法人尼崎市社会福祉協議会 理事 欠席 田中　正三 下流域ＷＧ

西宮市鳴尾東コミュニティ協議会 会長 代理 副会長 米原　正純 下流域ＷＧ

西宮市用海地区団体協議会防災会 会長 出席 西川　彰一 下流域ＷＧ

芦屋市自治会連合会 会長 出席 堀　晃二 下流域ＷＧ

芦屋市自主防災会連絡協議会 会長 出席 天井　裕一 下流域ＷＧ
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【県関係部局】

所属等 　　氏名

県土整備部土木局総合治水課武庫川総合治水室室長 高谷　和彦

県土整備部土木局総合治水課武庫川総合治水室班長 當舎　良章

県土整備部土木局総合治水課武庫川総合治水室主査 首藤　充良

県土整備部土木局総合治水課武庫川総合治水室主査 衣笠　秀隆

県土整備部土木局総合治水課武庫川総合治水室 吉開　裕也

神戸県民センター神戸土木事務所河川課課長補佐 岡本　庄市

神戸県民センター神戸土木事務所企画調整担当主査 植野　恵

丹波県民局丹波土木事務所河川課長 西川　宏樹

丹波県民局丹波土木事務所企画調整担当主任 栫　美和

丹波県民局丹波土木事務所企画調整担当 小谷　友美

阪神北県民局宝塚土木事務所企画調整担当主査 柳澤　友樹

阪神南県民センター西宮土木事務所企画調整担当 八木　亮輔

【事務局】

所属等 　　氏名

阪神南県民センター西宮土木事務所武庫川対策室武庫川事業課長 藤田　幸治

阪神南県民センター西宮土木事務所武庫川対策室武庫川事業課 中西　裕紀
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