
記者発表資料
平成２４年４月１７日

東北地方整備局 仙台河川国道事務所

渇水・洪水について
～関係機関との情報交換を行います～

【第一部】
平成２４年度

阿武隈川水系下流及び名取川水系渇水情報連絡会

農繁期を迎えるこの時期、東日本大震災による被災、津波による田
畑の浸水などにより、水利用は例年とは異なることが予測されます。

今後の阿武隈川・名取川の流況やダムの状況、各利水者の震災によ
る被災の状況や取水の予定などについて情報共有を図ります。

【第二部】
平成２４年度

名取川・阿武隈川下流洪水予報・水防・災害情報連絡会

名取川及び阿武隈川下流における水害を防止し、被害を軽減するた
めに洪水予報・水防・災害情報に関する連絡及び調整の円滑化を図
り、公共の安全に寄与することを目的とした「名取川・阿武隈川下流
洪水予報・水防・災害情報連絡会」を下記により開催しますのでお知
らせします。

連絡会は、国・県・市町・水防関係機関で構成され、水防警報等
の情報伝達演習・重要水防箇所合同巡視・水防技術講習会等を実施
し、洪水による災害防止軽減が図られるよう努めています。

記

１．月 日 第一部：平成２４年 ４月２４日（火）１４：００～１５：００
第二部：平成２４年 ４月２４日（火）１５：３０～１７：００

２．場 所 宮城県庁１７階 １７０１会議室
仙台市青葉区本町三丁目８－１

３．会議次第 別紙のとおり

記者発表先：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

問 い 合 わ せ 先

阿武隈川水系下流・名取川水系渇水情報連絡会
名取川・阿武隈川下流洪水予報・水防・災害情報連絡会

事務局 東北地方整備局 仙台河川国道事務所
仙台市太白区郡山５丁目６番６号
TEL ０２２－２４８－４１３１（代表）
副所長（河川担当） 大場 將（内線２０４）
河川管理課長 高梨 浩志（内線３３１）



【第一部】

平成２４年度

阿武隈川水系下流 及び 名取川水系 渇水情報連絡会

次 第

日時 ４月２４日（火） １４：００～１５：００

場所 宮城県庁 １７０１会議室

司会：東北地方整備局

仙台河川国道事務所 河川管理課長

１．挨 拶 東北地方整備局 仙台河川国道事務所長

２．昨年の渇水対応について 事務局 （河川管理課）

３．阿武隈川・名取川の流況について 事務局 （調査第一課）

４．取水予定等について

阿武隈川水系 かんがい 宮城県仙台地方振興事務所

名取川水系 かんがい 東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所

仙台市農林土木課

５．ダムの状況について

釜房ダム 東北地方整備局 釜房ダム管理所

七ヶ宿ダム 東北地方整備局 七ヶ宿ダム管理所

大倉ダム・樽水ダム 宮城県 仙台地方ダム総合事務所

６．今後の気象予測について 仙台管区気象台

７．その他



機　　　　関　　　　名 水系名 備　　考

仙台河川国道事務所 阿武隈川、名取川 会長（阿武隈川、名取川）

東北地方整備局釜房ダム管理所 名取川

東北地方整備局七ケ宿ダム管理所 阿武隈川、名取川

仙台管区気象台 阿武隈川、名取川

東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所 名取川

宮城県震災復興・企画部震災復興・企画総務課 阿武隈川、名取川

宮城県環境生活部環境対策課 阿武隈川、名取川

宮城県農林水産部農村振興課 阿武隈川、名取川

宮城県土木部河川課 阿武隈川、名取川 副会長（阿武隈川、名取川）

宮城県企業局水道経営管理室 阿武隈川、名取川 副会長（阿武隈川）

宮城県大河原地方振興事務所農業農村整備部 阿武隈川

宮城県仙台地方振興事務所農業農村整備部 阿武隈川、名取川

宮城県仙台地方ダム総合事務所 名取川

宮城県大河原土木事務所 阿武隈川

宮城県仙台土木事務所 名取川

宮城県仙南・仙塩広域水道事務所 阿武隈川、名取川

仙台市水道局浄水部 名取川 副会長（名取川）

仙台市環境局環境部環境対策課 名取川

仙台市経済局農林部農林土木課 名取川

仙台市建設局百年の杜推進部河川課 名取川

角田市農政課 阿武隈川

塩竈市水道部工務課 名取川

名取市水道事業所 名取川

川崎町建設水道課 名取川

岩沼市水道事業所 阿武隈川

角田市水道事業所 阿武隈川

白石市上下水道事業所 阿武隈川

亘理町上下水道課 阿武隈川

柴田町農政課 阿武隈川

村田町産業振興課 阿武隈川

東北電力(株)宮城支店電力流通本部 阿武隈川、名取川

名取土地改良区 阿武隈川、名取川

仙台市大倉川土地改良区 名取川

仙台東土地改良区 名取川

亘理土地改良区 阿武隈川

柴田町土地改良区 阿武隈川

角田土地改良区 阿武隈川

角田隈東土地改良区 阿武隈川

ニッカウヰスキー(株)仙台工場エンジニアリング部 名取川

日本製紙(株)岩沼工場工務部 阿武隈川

平成２４年度　　阿武隈川水系下流・名取川水系渇水情報連絡会出席者名簿



【第二部】

平成２４年度

名取川・阿武隈川下流洪水予報・水防・災害情報連絡会

委 員 会

平成２４年４月２４日（火）15:30 ～ 17:00
宮城県庁１７階 １７０１会議室

会 議 次 第

１．あいさつ

２．議 事
（１）平成２３年度事業経過報告
（２）平成２４年度事業計画（案）

３．連絡事項

（１）震災の復興状況について
（２）平成２３年度の出水状況について
（３）平成２４年度洪水対応演習について
（４）出水期前の確認事項として
（５）東北地方の暖候期予報について
（６）平成２４年度 水防技術講習会について
（７）平成２４年度 重要水防箇所の指定について
（８）平成２４年度最上川水防演習及び東北水防技術競技大会について
（９）水防に関する意見交換会について
（10）水防活動状況の情報提供について
（11) ダムの状況について
（12) その他



委員会役職 機　　　　関　　　　名 機　関　役　職

会長 東北地方整備局仙台河川国道事務所 事務所長

副会長 仙台管区気象台 技術部予報課長

副会長 宮城県 総務部危機対策課長

副会長 宮城県 土木部河川課長

副会長 仙台市 消防局長

委員 東北地方整備局仙台河川国道事務所 副所長　

委員 東北地方整備局釜房ダム管理所 所長

委員 東北地方整備局七ヶ宿ダム管理所 所長

委員 仙台管区気象台 技術部予報課水害対策気象官

委員 宮城県仙台土木事務所 所長

委員 宮城県大河原土木事務所 所長

委員 宮城県仙台地方ダム総合事務所 所長

委員 宮城県警察本部 警備部警備課災害対策室長

委員 仙台市 建設局百年の杜推進部河川課長

委員 仙台市 消防局警防部警防課長

委員 仙台市 交通局高速電車部運転課長

委員 名取市 名取市長

委員 岩沼市 岩沼市長

委員 角田市 角田市長

委員 亘理町 亘理町長

委員 柴田町 柴田町長

委員 丸森町 丸森町長

委員 山元町 山元町長

委員 亘理地区行政事務組合消防本部 消防長

委員 仙南地域広域行政事務組合消防本部 消防長

委員 財団法人河川情報センタ－　仙台センタ－　 所長

委員 東日本旅客鉄道㈱仙台支社 設備部長

名取川・阿武隈川下流洪水予報・水防・災害情報連絡会委員名簿(H24.4.1現在）


