
 

令和２年度 天神川水害タイムライン検討会 

第２回検討会 

（第５回 天神川水害タイムライン検討会） 

 

 

日時：令和3年2月24日（水） 

14：00～ 

場 所：倉吉河川国道事務所 会議室 

一部機関Web参加 

 

次  第 

１． 開会挨拶 

２． これまでの振り返りと本日の位置づけ 

３． 天神川水害タイムライン令和２年度修正版について 

４． 天神川水害タイムライン運用支援システム案について 

５． 総評 

６． 今後のスケジュール等について 

 

【配付資料】 

次第、出席者名簿、配席図 

資料１：これまでの振り返りと本日の位置づけ 

資料２：天神川水害タイムライン令和２年度修正版について 

資料３：天神川水害タイムライン運用支援システム案について 

資料４：今後の予定 

資料５：天神川水害タイムライン詳細版（令和２年度修正案） 

資料６：天神川水害タイムライン概要版（令和２年度修正案） 

資料７：天神川水害タイムライン総括版（令和２年度修正案） 

資料８：天神川水害タイムライン運用方法（令和２年度修正案） 

参考資料：まるごとまちごとハザードマップの設置について 

 

 



役職名 氏名

0 鳥取大学 工学研究科社会基盤工学専攻 教授 三輪 浩

1 水害対策気象官 河田　耕一

2 防災管理官 村上　和彦

3 鳥取県 危機管理局 危機管理政策課企画担当 課長補佐 原　耕平

4 鳥取県 県土整備部 河川課 課長補佐 安陪　耕一郎

5 計画調査課 課長補佐 安本 善征

6 河川砂防課 課長補佐 岩竹 秀喜

7 参事 小屋 隆志

8 係長 米廣 圭輔

9 鳥取県 中部総合事務所　地域振興局 中部振興課 副局長兼中部振興課長 小林　真司

10 鳥取県 警察本部 警備部警備第二課 災害係長 中嶋　悠貴

11 鳥取県 倉吉警察署 警備課 係長 西本 雅紀

12 課長補佐兼警防係長 福本 宏道

13 警防係主任 本多 隆志

14 倉吉市 総務部　防災安全課 防災安全課長 橋本　徳香

15 三朝町 総務課 参事 河村 明浩

16 湯梨浜町 総務課 参事 石本　義之

17 北栄町 総務課 情報防災室　室長 米塚 浩二

18 第３科　運用訓練幹部 長谷川　豊人

19 第３科　警備陸曹 今岡　伸五

20 ＪＲ西日本（株） 米子支社安全推進室 室長代理 有澤  一浩

21 日本交通（株） 倉吉営業所　バス営業課 係長 三浦　和也

22 日ノ丸自動車（株） 倉吉営業所 営業課長 岡本

23 中国電力ネットワーク㈱ 鳥取ネットワークセンター　変電課 副長 島林 順一

24 中国電力ネットワーク㈱ 倉吉ネットワークセンター 副所長 牧野 政人

25 ＮＴＴ西日本（株） 鳥取支店
NTTﾌｨｰﾙﾄﾞﾃｸﾉ中国支店
鳥取営業所災害対策担当

船越 靖博

26 ＮＨＫ鳥取放送局 倉吉支局 記者 吉川　綾乃

27 日本海テレビジョン放送（株） 報道制作局 局次長兼報道部長 河田　義行

28 （株）山陰放送 報道制作局 コンテンツ局鳥取報道部専門部長 日野 彰紀

29 山陰中央テレビジョン放送（株） 鳥取報道部 部長 勝部 正隆

30 日本海ケーブルネットワーク（株） 倉吉放送センター 製作担当 森田 拓也

31 制作部 編成担当課長 加登脇 有

32 事業部　事業課 課長 谷口 成樹

33 副所長(河川) 丸下 淳一

34 道路管理課 保全対策官 藤畑 淳一

：欠席

ライフ
ライン

維持管理課

警防課

第8普通科連隊

国土交通省 中国地方整備局　倉吉河川国道事務所

交通機関

鳥取中央有線放送（株）

鳥取県 中部総合事務所 県土整備局 

市町

消防局 鳥取中部ふるさと広域連合 消防局

警察

報道機関

鳥取県

自衛隊 陸上自衛隊

組織
出席者

気象庁

令和２年度　天神川水害タイムライン検討会　第２回検討会　出席者名簿

　　　　　　　　　　場所：倉吉河川国道事務所会議室 及び Web会議
　　　　　　　　　　日時：令和3年2月24日（水）14：00～

No

鳥取地方気象台



座長

【Web会議出席】

・  鳥取地方気象台 ・ 鳥取県 危機管理局 ・ 鳥取県 警察本部

・ 三朝町 ・ 鳥取県 県土整備局 河川課 ・ 鳥取中部ふるさと広域連合 消防局

・ 湯梨浜町 ・ 鳥取県 ・ ＪＲ西日本（株）

・ 北栄町
中部総合事務所 県土整備局  

・ 日本海テレビジョン放送（株）

・  鳥取中央有線放送㈱

○
○

○

○

○

事務局 事務局
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配席表

○
○

○

○ ○

倉吉市 総務部防災安全課

防災安全課長

鳥取県 中部総合事務所 地域振興局

中部振興課 副局長兼中部振興課長

倉吉警察署 警備課

係長

中国電力ネットワーク㈱

鳥取ネットワークセンター

変電課 副長

中国電力ネットワーク㈱

倉吉ネットワークセンター

副所長

日本交通㈱ 倉吉営業所

バス営業課 係長

ＮＨＫ鳥取放送局

日本海ケーブルネットワーク㈱

倉吉放送センター

スクリーン

国土交通省倉吉河川国道事務所

副所長（河川）

国土交通省倉吉河川国道事務所

道路管理課


