
記者発表資料
平成２２年５月２７日
酒田河川国道事務所

水防団と合同で注意の必要な堤防箇所を巡視します。
～重要水防箇所合同巡視～

「重要水防箇所」とは、洪水時において特に注意を要する箇所のこと
で、洪水時に迅速かつ的確な水防活動ができるよう地元水防団・関係機
関と合同で重要水防箇所の堤防巡視を行うものです。

特に、酒田市新堀地区及び三川町横山地区・成田新田地区においては、
洪水ハザードマップを用い、町内会の代表者も巡視に参加いただき、そ
の後意見交換を行います。

合同巡視の日程は、次のとおりです。

１．５月２８日（金）
合同巡視 ：酒田市管内の最上川（ 9:30～15:10）
意見交換会：新堀ｺﾐｭﾆﾃｨ防災ｾﾝﾀｰ（15:20～16:00）

２．５月３１日（月）
合同巡視 ：鶴岡市管内の赤川（10:00～15:00）

３．６月１日（火）
合同巡視 ：庄内町管内の最上川（ 9:30～11:20）
合同巡視 ：三川町管内の赤川 （13:30～15:10）
意見交換会：成田新田公民館 （15:20～16:00）

※詳細は別紙・巡視行程表を参照してください。

※各箇所の巡視時間は、予定ですので前後にずれる場合があります。

＜発表記者会：酒田記者クラブ、鶴岡記者会＞

問 い 合 わ せ 先

国土交通省酒田河川国道事務所
副所長(河川担当) 齋藤 信哉 TEL:0234(27)3331（内線204）
河川管理課長 畠山 正文 TEL:0234(27)3331（内線331）
酒田出張所長 佐藤 昭 TEL:0234(22)3604
赤川出張所長 大津 輝男 TEL:0235(23)2032
飽海出張所長 滝口 敏之 TEL:0234(57)2077
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【平成２２年５月２８日(金）】
河川名 左右岸 市町 水 防 団 名 分団名 時間 集合場所 備考 出張所

最上川 右岸 酒田市 酒田市水防団 第２４分団 戸沢村境 ～ 鈴川排水樋管 ９：３０～ 清川橋下流

第２５分団 鈴川排水樋管 ～ 竹田水門 １０：００～ 鈴川排水樋管

第２７分団 竹田水門 ～ 相沢川左岸管理境 １０：２０～ 中牧田樋管

第４分団 酒田上水取水口 ～ 両羽橋 １１：１０～ 酒田上水取水口

第３分団 両羽橋 ～ 出羽大橋 １３：３０～ 小牧川水門

左岸 第９分団 両羽・広田橋 ～ 河口 １４：１０～ 宮野浦樋管

第７分団 庄内町境 ～ 両羽橋 １４：４０～ 両羽橋下流 自治会とも合同巡視

水防団及び自治会との意見交換会 １５：２０～ 新堀コミュニティ防災センター

※時間は予定ですので、前後にずれる場合があります

【平成２２年５月３１日(月）】
河川名 左右岸 市町 水 防 団 名 分団名 時間 集合場所 備考 出張所

赤川 左岸 鶴岡市 朝日方面隊 第４分団 名川橋 ～ 東橋 １０：００～ 鶴岡市朝日庁舎 赤川

右岸 櫛引方面隊 第４分団 黒川橋 ～ 21.2㎞付近 １０：４０～ 黒川橋下流

羽黒方面隊 第１分団 21.2㎞付近 ～ 16.0㎞付近 １１：００～ 鶴羽橋下流

藤島方面隊 第５分団 16.0㎞付近 ～ 助川樋門 １１：２０～ JR橋下流

左岸 第４分団 23.2㎞付近 ～ 羽黒橋 １３：３０～ 鶴羽橋上流

第３分団 18.0㎞付近 ～ 蛾媚橋 １４：００～ 切添町水防倉庫

第９分団 蛾媚橋 ～ 10.6㎞付近 １４：３０～ 蛾媚橋上流

※時間は予定ですので、前後にずれる場合があります

相沢川右岸管理境

鶴岡方面隊

～

平成２２年度　重要水防箇所合同巡視　行程表

１０：４０～

担   当   区   間

酒田上水取水口

担   当   区   間

宝永橋下流（相沢川右岸）

酒田

飽海

第３２分団



【平成２２年６月１日(火)】
河川名 左右岸 市町 水 防 団 名 分団名 時間 集合場所 備考 出張所

最上川 左岸 庄内町 庄内町水防団 第１０分団 荒鍋樋門 ～ 二段割樋門 ９：３０～ 最上川橋下流 飽海

第７分団 二段割樋門 ～ 沢新田樋門 ９：５０～ 二段割樋門

第３・５分団 沢新田樋門 ～ 堀野樋門 １０：２０～ 沢新田樋門

第１・６分団 堀野樋門 ～ 酒田市境 １０：４０～ 庄内橋下流 酒田

赤川 右岸 第１分団 助川樋門 ～ 10.4㎞付近 １３：３０～ 助川樋門 町内会とも合同巡視

第３分団 10.4㎞付近 ～ 歌枕樋門 １４：００～ 10.8k付近(堤防と県道合流地点)

左岸 第２分団 10.6㎞付近 ～ 大山川右岸管理境 １４：４０～ 田田大橋下流 町内会とも合同巡視

水防団及び町内会との意見交換会 １５：２０～ 成田新田公民館

※時間は予定ですので、前後にずれる場合があります

赤川
三川町 三川町水防団

担   当   区   間



別紙） 地元水防団及び町内会との合同巡視及び意見交換の詳細内容

１）酒田市新堀地区
①日時：５月２８日（金） （合同巡視） １４：４０～１５：１０

（意見交換会）１５：２０～１６：００
②参加機関・酒田市水防団

・新堀地区自治会
・酒田市
・酒田河川国道事務所

③合同巡視区間：最上川（左岸） 両羽橋～庄内町境の区間
④意見交換会場：新渡コミニュティ防災センター

（酒田市木川字アラコウヤ34）
⑤内 容 ・重要水防箇所について現地で確認

・洪水ハザードマップを用いて現地状況を確認
・水防に関する意見交換
・洪水ハザードマップに関する意見交換

２）三川町横山地区
①日時：６月１日（火） （合同巡視） １３：３０～１４：００
②参加機関・三川町水防団

・横山地区町内会
・三川町
・酒田河川国道事務所

③合同巡視区間：赤川（右岸） 蛾眉橋～10.8Kの区間
④内 容 ・重要水防箇所について現地で確認

・洪水ハザードマップを用いて現地状況を確認

３）三川町成田新田地区
①日時：６月１日（火） （合同巡視） １４：４０～１５：１０

（意見交換会）１５：２０～１６：００
②参加機関・三川町水防団

・成田新田町内会
・三川町
・酒田河川国道事務所

③合同巡視区間：赤川（左岸） 田田大橋～大山川合流点の区間
④意見交換会場：成田新田公民館

（三川町大字成田新田字内島野）
⑤内 容 ・重要水防箇所について現地で確認

・洪水ハザードマップを用いて現地状況を確認
・水防に関する意見交換
・洪水ハザードマップに関する意見交換


