
記者発表資料

　    最上川中流洪水予報・水防連絡会（会長：国土交通省新庄河川事務所長）

    の活動の一環として、県・市町村や水防団等の関係者と合同で重要水防箇所※

    を巡視し、洪水時の適切な行動に向けた認識の共有を図ります。

　    合同巡視は、６月２７日より、新庄河川事務所管内の沿川９市町村の重要

    水防箇所で行い、出水に備えます。

　    各市町村の開催日時及び巡視箇所等は、別紙をご覧下さい。

　    なお、気象条件等により、延期または中止となる場合があります。

　　   ※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、

　　   　　　　　　　　特に注意が必要な箇所です。

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所

〒996-0071　山形県新庄市小田島町５－５５

　　　　　　  TEL：0233-22-0275（管理課直通）

ごとう　  こうし

副所長（河川） 後藤 浩志 （内線204）

たむら　きみひと

管理課長 田村 公仁 （内線331）

最上川中流で注意が必要な箇所を

＜問合せ先＞

最上川中流洪水予報・水防連絡会
平成３０年　６月２０日

＜発表記者会＞　新庄新聞放送記者会

水防団等と合同で巡視します

～重要水防箇所の合同巡視～



別紙－１

１．日　　時　： 平成３０年　６月２７日（水）９：３０～１５：５０

２．集合場所　： 【午前】舟形町旧富長小学校（現農林水産物処理加工施設）駐車場

【午後】角間沢排水樋管（戸沢村蔵岡地内）

３．巡視コース：
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～

～
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～

※（　　）は現地における集合場所になります。

※現地説明の状況により、予定より時間が遅くなる場合があります。

坊の沢川堤防（角川橋右岸）［山形県］ 14:15 14:25 現地説明 【戸沢村第三分団】
（10分）

～昼食（各自）～ ※13:30まで、蔵岡地区の角間沢排水樋管に集合して下さい。

災害対策車格納庫［国土交通省］ （20分） 車両点検
蔵岡堤防（角間沢排水樋管） 13:30 13:50 現地説明 【戸沢村第三分団】

戸沢村資材倉庫（旧古口小学校） 14:00 14:10 現地説明 【戸沢村第三分団】
［戸沢村］ （10分） 資材点検

金打坊無堤（金打坊橋右岸上流） 14:50

（10分） 解散

【鮭川出張所管内】～以上に引き続き～

（10分）
名高・松坂堤防（戸沢橋右岸下流） 15:40 15:50 現地説明 【戸沢村第一・第二分団】

（10分）
岩清水堤防（岩津橋左岸直下流） 15:25 15:35 現地説明 【戸沢村第二分団】

津谷堤防（岩津橋右岸直下流） 15:10 15:20 現地説明 【戸沢村第二分団】

巡視箇所 時間 内容 担当水防団

15:00 現地説明 【戸沢村第二分団】
（10分）

資材点検
現地説明

現地説明

【舟形町第六分団】

【舟形町第五分団】9:45

14:45

11:45

11:25

11:05

10:40

10:20

10:30

10:05

皿島築堤（古口大橋　皿島側橋下） 【戸沢村第二・第三分団】

【新庄市第一六分団】

集合
概要説明

現地説明

現地説明
資材点検
現地説明

現地説明

現地説明

（10分）
14:35

巡視箇所 時間

富田堤防（小国川左岸1.2k付近） 9:55

烏川地区無堤（烏川大橋左岸上流）

（10分）

（15分）

（10分）

堀内特殊堤（堀内第三排水樋管）
堀内緊急資材倉庫［国土交通省］

（10分）

白須賀堤防（平ノ下排水樋管）
（15分）

作の巻堤防（作の巻排水樋管）
（10分）

畑地区無堤（R47最上川食堂前駐車帯） 11:35

11:15

10:50

平成３０年度　重要水防箇所合同巡視　行程表

内容 担当水防団

舟形町旧富長小学校駐車場 9:30 9:40
（10分）

【鳥越出張所管内】

【大蔵村第二分団】

※サス崎・清水の説明含む

【大蔵村第一・第二分団】

【大蔵村第三分団】



別紙－２

１．日　　時　： 平成３０年　６月２８日（木）１３：３０～１６：００

２．集合場所　： 鮭川村農村交流センター（１Ｆロビー）

３．巡視コース：
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※（　　）は現地における集合場所になります。

※現地説明の状況により、予定より時間が遅くなる場合があります。

（10分） 概要説明

平成３０年度　重要水防箇所合同巡視　行程表

【鮭川出張所管内】

巡視箇所 時間 内容 担当水防団

鮭川村農村交流センター 13:30 13:40 集合

（10分）

川口・上大渕堤防（向居橋左岸） 14:00 14:10 現地説明 【鮭川村第三分団】

（10分）

佐渡堤防（鮭川橋左岸上流） 14:15 14:25 現地説明 【鮭川村第二分団】

（10分）

観音寺地区（観音寺橋右岸上流） 14:35 14:45 現地説明 【鮭川村第一分団】

（10分）

庭月堤防（豊田橋左岸上流） 14:50 15:00 現地説明 【鮭川村第四分団】

（新橋左岸上流） （10分） 資材点検

現地説明 【金山町第四分団】

真室川水防資材倉庫［国土交通省］ 15:10 15:20 現地説明 【真室川町第四・第六分団】

（10分） 解散

平岡・新田平岡堤防（平岡橋左岸） 15:30 15:40 現地説明 【真室川町第五分団】

（10分）

凝山堤防（雄勝生コン） 15:50 16:00

（10分） 資材点検 　第四分団】

鮭川村水防資材倉庫［鮭川村］ 13:45 13:55 現地説明 【鮭川村第一・第二・第三



別紙－３

１．日　　時　： 平成３０年　７月　２日（月）１３：３０～１６：１０

２．集合場所　： 大石田町役場（１Ｆロビー）

３．巡視コース：

～

～

～

～

～

～

～

～

※（　　）は現地における集合場所になります。

※現地説明の状況により、予定より時間が遅くなる場合があります。

現地説明 【大石田町第三分団】

平成３０年度　重要水防箇所合同巡視　行程表

【大石田出張所管内】

巡視箇所 時間 内容 担当水防団

（10分）

大石田町役場 13:30 13:40 集合

（10分） 概要説明

毒沢特殊堤（猿羽根大橋左岸上流） 14:00 14:10 現地説明 【尾花沢市第二分団】

大浦水防資材庫［国土交通省］ （15分） 資材点検

大向・白鷺堤防（舟戸大橋） 14:20 14:30 現地説明 【尾花沢市第二分団】

（10分） 【大石田町第四分団】

大浦堤防（大浦第二排水樋管） 14:40 14:55 現地説明 【大石田町第四分団】

川前・海谷堤防（川前水防資材庫前） 15:15 15:30 現地説明 【大石田町第三・第四分団】

（10分）

野尻川堤防（合流点～1.3km）［山形県］ 15:00 15:10

川前水防資材庫［国土交通省］ （15分） 資材点検

丹生川堤防（すいか橋上流） 15:40 15:50 現地説明 【大石田町第三分団】

（10分） 資材点検

解散

横山・大石田堤防（横山第四排水樋管） 15:55 16:10 現地説明 【大石田町第一・第二分団】

横山水防資材庫［国土交通省］ （15分） 資材点検
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