
 

 

令和 5年 1月 25日 14時 

資料配布 姫路河川国道事務所 

 

加古川・揖保川の流域治水の取組を推進 

～加古川・揖保川減災対策協議会(第 10回)・流域治水協議会(第 7回)を開催～ 

 

 

 

 

 

■開催日時： 

【加古川】令和 5年 2月 1日（水）14:00～ 

【揖保川】令和 5年 2月 15日（水）14:00～ 

■開催方法：WEB（新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、WEBにて開催します。） 

■議 事：各機関の取組事例の共有、水害リスクマップについて 等（別添参照） 

■報道取材：協議会は WEB 開催とし、マスコミ関係者に限り、WEB にて傍聴可能です。参加を

希望される方は下記期限までに、電子メール（kkr-himeji-kouhou@mlit.go.jp）

宛てにお申し込みください。 

・申込期限：【加古川】1月 30日(月)正午 

【揖保川】2月 13日(月)正午 

 お申込頂きましたアドレス宛に会議資料、WEB 開催アドレスを協議会前日の正午

までに送付させて頂きます。（詳細は別紙参照） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

〈取扱い〉 

〈配布場所〉兵庫県政記者クラブ 

〈問合せ先〉国土交通省近畿地方整備局 

姫路河川国道事務所 

総括保全対策官 春藤
しゅんどう

 千之
ち ゆ き

 

調査課  課長 内田
う ち だ

 佳
よし

希
き

 

TEL 079-282-8503   Mail kkr-himeji-kouhou@mlit.go.jp 

加古川流域・揖保川流域に関わるあらゆる関係者が協働し、ハード・ソフト一体となっ

た事前防災対策を加速していくために、減災対策協議会と流域治水協議会を同時に開催し

ます。 



 

別紙 

■参加申込（事前登録）について 

 

 参加者の会社名、氏名、連絡先をご記入いただき、電子メール（kkr-himeji-

kouhou@mlit.go.jp）宛てに申込み下さい。 

 

申込期限：【加古川】1月 30日(月)正午 

【揖保川】2月 13日(月)正午 

 メール本文に、参加者の（１）所属会社名等、（２）氏名（ふりがな）、（３）連絡

先（電話番号、メールアドレス（当日 WEB会議招待先が送信アドレスと異なる場

合））を記載のうえ、ご送信ください。 

※複数人参加する場合は全員の氏名を記載ください。 

 

協議会前日の正午までに、協議会資料と開催 WEBアドレスをご連絡頂きましたメー

ルアドレス宛に送付させて頂きます。 

【事前参加申込先・問合せ先】 

国土交通省 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所 

総括保全対策官 春藤
しゅんどう

 千之
ち ゆ き

 

調査課  課長 内田
う ち だ

 佳
よし

希
き

 

電 話：079-282-8503  メール：kkr-himeji-kouhou@mlit.go.jp 

 



別添 

第１０回加古川減災対策協議会 

第７回加古川流域治水協議会 

 

日時：令和５年２月１日（水）１４時～ 

                   場所：ＷＥＢ開催 

 

議事次第（案） 

 

１．挨拶 

 

２．議事 

 （１）減災対策 

   １）規約変更 

２）令和４年度出水について 

   ３）各機関の取組事例等の共有 

   ４）情報提供 

 （２）流域治水 

１）規約変更 

２）各機関の取組事例等の共有 

３）水害リスクマップについて 

             

 



加古川減災対策協議会　構成員

機関 役職

構成員 加古川市 加古川市長

構成員 高砂市 高砂市長

構成員 小野市 小野市長

構成員 加東市 加東市長

構成員 兵庫県　東播磨県民局
総務企画室長

加古川土木事務所長

構成員 兵庫県　北播磨県民局
総務企画室長

加東土木事務所長

構成員 気象庁 神戸地方気象台長

構成員 西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部　兵庫支社長

構成員 山陽電気鉄道株式会社 鉄道事業本部長

構成員 神戸鉄道株式会社 代表取締役専務執行役員鉄道事業本部長

構成員 北条鉄道株式会社 総務企画部長

構成員 国土交通省 姫路河川国道事務所長



加古川水系流域治水協議会　構成員

機関 役職

構成員 稲美町 稲美町長

構成員 小野市 小野市長

構成員 加古川市 加古川市長

構成員 加西市 加西市長

構成員 加東市 加東市長

構成員 神戸市 神戸市長

構成員 三田市 三田市長

構成員 多可町 多可町長

構成員 高砂市 高砂市長

構成員 丹波市 丹波市長

構成員 丹波篠山市 丹波篠山市長

構成員 西脇市 西脇市長

構成員 播磨町 播磨町長

構成員 三木市 三木市長

構成員 兵庫県 土木部総合治水課長

構成員 農林水産省
近畿農政局農村振興部
洪水調節機能強化対策官

構成員 林野庁
近畿中国森林管理局
兵庫森林管理署長

構成員 気象庁 神戸地方気象台長

構成員
国立研究開発法人

森林研究・整備機構　森林整備センター
神戸水源林整備事務所長

構成員 環境省　近畿環境事務所 環境対策課長

構成員
西日本旅客鉄道株式会社　近畿統括本

部
兵庫支社長

構成員 山陽電機鉄道株式会社 鉄道事業本部長

構成員 神戸電鉄株式会社 代表取締役専務執行役員鉄道事業本部長

構成員 北条鉄道株式会社 総務企画部長

構成員 国土交通省 姫路河川国道事務所長



第１０回揖保川減災対策協議会 

第７回揖保川流域治水協議会 

 

日時：令和５年２月１５日（水）１４時～ 

                  場所：ＷＥＢ開催 

 

議事次第（案） 

 

１．挨拶 

 

２．議事 

 （１）減災対策 

   １）規約変更 

２）令和４年度出水について 

   ３）各機関の取組事例等の共有 

   ４）情報提供 

 （２）流域治水 

１）規約変更 

２）各機関の取組事例等の共有 

３）水害リスクマップについて 

             

 



別表     　

揖保川減災対策協議会　構成員

機関 役職

構成員 宍粟市 宍粟市長

構成員 姫路市 姫路市長

構成員 たつの市 龍野市長

構成員 太子町 太子町長

構成員 兵庫県　中播磨県民センター
県民交流室次長

姫路土木事務所長

構成員 兵庫県　西播磨県民局
総務企画室長

光都土木事務所長
龍野土木事務所長

構成員 気象庁 神戸地方気象台長

構成員 西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部　兵庫支社長

構成員 山陽電気鉄道株式会社 鉄道事業本部長

構成員 国土交通省 姫路河川国道事務所長



揖保川水系流域治水協議会　構成員

機関 役職

構成員 宍粟市 宍粟市長

構成員 太子町 太子町長

構成員 たつの市 たつの市長

構成員 姫路市 姫路市長

構成員 兵庫県 土木部総合治水課長

構成員 農林水産省
近畿農政局農村振興部

洪水調節機能強化対策官

構成員 林野庁
近畿中国森林管理局
兵庫森林管理署長

構成員 気象庁 神戸地方気象台長

構成員
国立研究開発法人

森林研究・整備機構　森林整備センター
神戸水源林整備事務所長

構成員 環境省　近畿環境事務所 環境対策課長

構成員
西日本旅客鉄道株式会社　近畿統括本

部
兵庫支社長

構成員 山陽電機鉄道株式会社 鉄道事業本部長

構成員 国土交通省 姫路河川国道事務所長


