
お 知 ら せ <資料提供先：米子市政記者クラブ>

平成１７年６月２４日

日野川水系「 」と洪水予報連絡会幹事会

「 」を開催します。水防連絡会
～洪水による被害を最小限にするため～

１３：３０～１４：３０ ←洪水予報連絡会○日時 平成１７年６月２７日（月）

１４：３０～１５：００ ←水防連絡会

○場所 日野川河川事務所 第１会議室

洪水予報連絡会 幹事会○

正式名称：日野川及び法勝寺川洪水予報連絡会 幹事会

会の目的：洪水予報のため、関係官公庁及び諸団体間の協力及び連絡を図ること

会員 ：全２２団体 【参考：別紙１】

〈洪水予報の住民への周知に関連する団体〉

水防連絡会○

正式名称：日野川水系水防連絡会

会の目的：水防に必要な情報の交換及び洪水時における協力体制の強化

会員 ：全１３団体 【参考：別紙２】

〈水防活動に関連する団体〉

問い合わせ先

国土交通省中国地方整備局

日 野 川 河 川 事 務 所

（技術）副所長 松 崎（内線２０４）
ま つ ざ き

調査設計課長 伊 藤（内線３５１）
い と う

ＴＥＬ （０８５９）２７－５４８４



２つの会議の解説

洪水予報連絡会○

正式名称：日野川及び法勝寺川洪水予報連絡会

会の目的：洪水予報のため、関係官公庁及び諸団体間の協力及び連絡を図ること

会員 ：全２２団体 【参考：別紙１】

国土交通省、鳥取地方気象台、鳥取県、警察

日野川流域市町村（１市２町１村）、自衛隊、消防、ＮＴＴ、

民放３社、河川情報センター

議題の予定：１．洪水予報連絡体制の確認について

２．気象情報について（気象台より）

日野川での は、気象情報を鳥取地方気象台が担当し、雨量や水位などの洪水予報

水文状況を日野川河川事務所が担当し、双方が連絡協議を行い実施します。

は２段階の予報があります。洪水予報

① は「災害の発生する恐れがあるとき」、② は「重大な損害洪水注意報 洪水警報

を生じる恐れがあるとき」に発表します。

水防連絡会○

正式名称：日野川水系水防連絡会

会の目的：水防に必要な情報の交換及び洪水時における協力体制の強化

会員 ：全１３団体 【参考：別紙２】

国土交通省、鳥取地方気象台、鳥取県、

日野川流域市町村（１市２町１村）、自衛隊、消防、ＮＴＴ

議題の予定：１．事務所実施体制について

２．重要水防箇所について

とは水害を防止することで、その活動には①洪水時に堤防などに異常が無い水防

かを確認する 、②異常があった場合の応急的な などがあります。巡視 補修活動



日野川及び法勝寺川洪水予報連絡会名簿 別紙１

構　成　団　体 委　　員 幹　　事 所　在　地 電　　話
国土交通省 会長 幹事長 〒689-3537
　日野川河川事務所 　事務所長 　調査設計課長 米子市古豊千678 0859-27-5484
気象庁 副会長 副幹事長 〒680-0842
　鳥取地方気象台 　気象台長 　技術課長 鳥取市吉方109 0857-29-1313
鳥取県 副会長 〒680-8570
　県土整備部 　河川課長 河川課　課長補佐 鳥取市東町1-220 0857-26-7374
鳥取県　 〒680-8570
　防災局 消防課長 消防担当　副主幹 鳥取市東町1-220 0857-26-7062
鳥取県 〒683-0054
西部総合事務所県土整備局 局長 維持管理課長 米子市糀町1-160 0859-34-6211
鳥取県　 〒689-4503
日野総合事務所県土整備局 局長 維持管理課長 日野郡日野町根雨140-1 0859-72-2045
鳥取県 〒680-8570
　警察本部 警備第二課長 警備第二課　管理官 鳥取市東町1-220 0857-23-0110
鳥取県 〒683-0004
　米子警察署 署長 警備課長 米子市上福原1266-4 0859-33-0110
鳥取県 〒689-5134
　黒坂警察署 署長 警備課長 日野郡日野町下菅242-1 0859-74-0110
米子市 〒683-0823

市長 総務課危機管理室 米子市加茂町1-1 0859-22-7111
南部町 〒683-0351

町長 総務課長 西伯郡南部町法勝寺377-1 0859-66-3112
日吉津村 〒689-3553

村長 総務課長 西伯郡日吉津村日吉津872-15 0859-27-0211
伯耆町 〒689-4133

町長 総務課長 西伯郡伯耆町吉長37-3 0859-68-3111
陸上自衛隊 〒683-0853
　第８普通科連隊 第２科長 情報幹部 米子市両三柳2603 0859-29-2161
鳥取県西部広域 〒683-0853
行政管理組合 消防局長 警防課長 米子市両三柳5452 0859-35-1957
西日本電信電話（株） 〒680-0007
　鳥取支店 鳥取支店長 事業統括課長 鳥取市湯所町2-258 0857-27-9317
ＪＲ西日本 〒689-3543
　米子支社　米子保線区 保線区長 土木助役 米子市蚊屋262-1 0859-27-7510
ＮＨＫ鳥取放送局 〒683-0812

米子支局長 米子支局長 米子市角盤町1-55-2 0859-22-6121
日本海テレビジョン放送（株） 〒680-0803

報道制作局長 報道制作部長(制作担当鳥取市田園町4-360 0857-27-2111
（株）山陰放送 〒683-0805

報道制作局長 報道部長 米子市西福原1-1-71 0859-33-2111

山陰中央テレビジョン放送（株） 常務取締役 〒690-0823

　　　報道制作局長 報道制作局報道部長 松江市西川津町721 0852-23-3434

（財）河川情報センター 〒730-0013

　広島センター 所長 参事 広島市中区八丁堀4-24 082-223-1193



日野川水系水防連絡会名簿 別紙２

構　成　団　体 委　　員 所　在　地 電　　話
会長

国土交通省 　事務所長

　日野川河川事務所 　（技）副所長 〒689-3537
　調査設計課長 米子市古豊千678 0859-27-5484

気象庁 〒680-0842
　鳥取地方気象台 　技術課長 鳥取市吉方109 0857-29-1313

鳥取県 〒680-8570
　県土整備部 河川課　課長補佐 鳥取市東町1-220 0857-26-7374
鳥取県　 〒680-8570
　防災局 消防担当　副主幹 鳥取市東町1-220 0857-26-7062
鳥取県 〒683-0054
西部総合事務所県土整備局 維持管理課長 米子市糀町1-160 0859-34-6211
鳥取県　 〒689-4503
日野総合事務所県土整備局 維持管理課長 日野郡日野町根雨140-1 0859-72-2045
米子市 〒683-0823

総務課危機管理室 米子市加茂町1-1 0859-22-7111
南部町 〒683-0351

総務課長 西伯郡南部町法勝寺377-1 0859-66-3112
日吉津村 〒689-3553

総務課長 西伯郡日吉津村日吉津872-15 0859-27-0211
伯耆町 〒689-4133

総務課長 西伯郡伯耆町吉長37-3 0859-68-3111
陸上自衛隊 〒683-0853
　第８普通科連隊 情報幹部 米子市両三柳2603 0859-29-2161
鳥取県西部広域 〒683-0853
行政管理組合 警防課長 米子市両三柳5452 0859-35-1957
西日本電信電話（株） 〒680-0007
　鳥取支店 事業統括課長 鳥取市湯所町2-258 0857-27-9317


