
記者発表資料 平成２６年６月１２日

山形河川国道事務所

本格的な出水期を前に、最上川の重要水防箇所を合同巡視
～6/16 南陽地区、6/19 長井地区、6/25,26 村山地区～

最上川上流洪水予報・水防連絡会（会長：山形河川国道事務所長 井上
圭介）は、県・市町や水防団などの関係機関と、洪水時に迅速かつ的確な
水防活動の実施を図り、災害を未然に防ぐために、重要水防箇所の合同巡
視を行います。

山形河川国道事務所管内における今年度の合同巡視は、６月１６日（月）
南陽地区を皮切りに、６月１９日（木）長井地区、６月２５日（水）２６
日（木）には村山地区において実施する予定です。

なお、南陽地区午後の合同巡視には、南陽市長が参加する予定です。

※重要水防箇所 ：洪水時に堤防等の監視、巡視、水防活動を行うにあたり、特に注意する必要

のある箇所です。

【山形河川国道事務所管内の合同巡視日程】 詳細は別紙 １

■６月１６日（月）南陽地区 【 昨年度実施状況】

集合場所：南陽出張所 ９時１５分

（南陽市三間通１４）

◎南陽市長参加 １４：００～（約２０分）

【最上川右岸 幸来橋上流約１ｋｍ】

南陽市梨郷地区 別紙 ２参照

■６月１９日（木）長井地区

集合場所：白鷹町役場 ９時２０分

（西置賜郡白鷹町大字荒砥甲８３３）

■６月２５日（水）、２６日（木）村山地区

集合場所：中山河川防災ステーション

９時３０分（東村山郡中山町大字長崎字中河原）

〈カメラ取材可能です〉

〈発表記者会〉山形県政記者クラブ

問い合わせ先

（総括） 山形河川国道事務所 河川管理課長 鈴木 浩 TEL 023-688-8942
すず き ひろし

（南陽地区担当） 南陽出張所長 大津 輝男 TEL 0238-43-2011
おお つ てる お

（長井地区担当） 長井出張所長 岡村 稔 TEL 0238-88-2310
おかむら みのる

（村山地区担当） 寒河江出張所長 後藤 浩志 TEL 0237-86-3069
ご とう こう し



別紙　１
重要水防箇所合同巡視行程表

【南陽地区】 平成２６年６月１６日（月）　９：１５～１６：２５

場所 所在地 内容 備考

9:15 ～ 9:45 南陽出張所 南陽市 挨拶、全体及び資料説明

10:10 ～ 10:20 最上川 米沢市 箇所巡視 　

10:25 ～ 10:35 国交省　緊急資材倉庫 米沢市 水防資材点検 　

10:45 ～ 11:15 最上川 高畠町 箇所巡視 　

11:30 ～ 11:40 高畠町水防倉庫 高畠町 水防資材点検

13:20 ～ 13:30 南陽出張所 南陽市 挨拶、全体説明

14:00 ～ 14:20 最上川　梨郷地区（右岸） 南陽市 箇所巡視 南陽市長参加

14:30 ～ 15:15 最上川 川西町 箇所巡視 　

15:25 ～ 16:00 国交省・山形県水防倉庫 南陽市 水防資材点検

16:05 ～ 16:25 南陽出張所 南陽市 資料説明

【長井地区】 平成２６年６月１９日（木）　９：２０～１６：４０

場所 所在地 内容 備考

9:20 ～ 9:50 白鷹町役場　 白鷹町 挨拶、全体及び資料説明

10:00 ～ 10:20 最上川 白鷹町 箇所巡視

10:25 ～ 10:50 国交省・白鷹町水防倉庫 白鷹町 水防資材点検

11:00 ～ 11:50 最上川 白鷹町 箇所巡視

13:30 ～ 14:00 西置賜行政組合消防本部 長井市 挨拶、全体及び資料説明

14:00 ～ 14:40 長井市・山形県・国交省水防倉庫 長井市 水防資材点検

14:45 ～ 16:40 最上川・白川 長井市 箇所巡視

【村山地区】 平成２６年６月２５日（水）　９：３０～１５：１５

場所 所在地 内容 備考

9:30 ～ 10:00 中山河川防災ステーション 中山町 挨拶、全体及び資料説明

10:10 ～ 10:25 国交省　緊急資材倉庫 中山町 水防資材点検

10:35 ～ 11:40 最上川 寒河江市、天童市 箇所巡視 　

13:30 ～ 14:00 大旦川排水機場管理棟 村山市 挨拶、全体及び資料説明 　

14:05 ～ 15:15 最上川 村山市、東根市、河北町 箇所巡視

【村山地区】 平成２６年６月２６日（木）　９：３０～１１：４５

9:30 ～ 10:00 中山河川防災ステーション 中山町 挨拶、全体及び資料説明

10:10 ～ 10:25 国交省　緊急資材倉庫 中山町 水防資材点検

10:25 ～ 10:40 須川 山形市 箇所巡視 　

10:45 ～ 11:00 国交省　緊急資材倉庫 山形市 水防資材点検 　

11:00 ～ 11:15 須川 山辺町 箇所巡視 　

11:30 ～ 11:45 最上川 中山町 箇所巡視 　

※時間は目安ですので現地状況により多少前後します。 　
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