
記者発表資料 令和元年 ６月 ３日
最上川下流、赤川洪水予報・水防連絡会

事務局：酒田河川国道事務所

水防団などと合同で注意を要する箇所を巡視します
～重要水防箇所の合同巡視～

最上川下流、赤川洪水予報・水防連絡会（会長：国土交通省酒田河川国
道事務所長 赤城尚宏）の活動の一環として、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の取り組みとして、市町や
水防団などの関係機関並びに沿川自治会（住民代表）などが一同に会し
て、最上川下流及び赤川の ※重要水防箇所 を合同で巡視し、洪水時の
適切な行動に向けた認識の共有を図ります。
６月１１日（火）より、最上川下流及び赤川の沿川４市町で、洪水に

対してリスクが高い区間を現地で事前に確認し、水防活動等に備えます。

※重要水防箇所：洪水時に堤防等の監視、巡視、水防活動を行うに当たり、特に注意を要する

箇所や範囲

合同巡視の日程は、次のとおりです。

１．６月１１日（火）
庄内町内の最上川（直轄区間） 9:30～12:00

２．６月１７日（月）
酒田市内の最上川（直轄区間） 9:30～16:00

３．６月１８日（火）
鶴岡市内の赤川（直轄区間） 10:00～15:30

４．６月２０日（木）
酒田市内の赤川（直轄区間） 10:00～12:00
三川町内の赤川（直轄区間） 13:30～16:00

※巡視の状況は公開します。
※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。
・出水等の影響により、延期さ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、

エフエム山形、酒田エフエム放送、コミュニティ新聞社 〉

問 い 合 わ せ 先

国土交通省酒田河川国道事務所

河川管理課長 熊谷 洋一 TEL:0234(27)3497（内線331）
くまがい よういち

酒田出張所長 岩田 貴之 TEL:0234(22)3604
いわた たかゆき

赤川出張所長 布川 貴幸 TEL:0235(23)2032
ぬのかわ たかゆき

飽海出張所長 柴田 敏明 TEL:0234(57)2077
しば た としあき



【令和元年　６月１１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

第１２分団 戸沢村境 ～ 清川樋管 ９：３０～ ふれあいホーム ２６．７ｋ付近

第１１分団 清川樋管 ～ 荒鍋樋門 １０：００～ 24.2k付近ＣＣＴＶ　Ｒ47隣接

第１０分団 荒鍋樋門 ～ 二段割樋門 １０：２０～ 出川原樋門

第７分団 二段割樋門 ～ 沢新田樋門 １０：５０～ 二段割樋門

第３・５分団 沢新田樋門 ～ 堀野樋門 １１：２０～ 沢新田樋門

第１・６分団 堀野樋門 ～ 酒田市境 １１：４０～ 庄内橋下流（左岸） 酒田

※時間は予定ですので、前後にずれる場合があります。

【令和元年　６月１７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

第２４分団 戸沢村境 ～ 鈴川排水樋管 ９：３０～ 清川橋下流（右岸）

第２５分団 鈴川排水樋管 ～ 竹田水門 １０：０５～ 鈴川排水樋管

第２７分団 竹田水門 ～ 相沢川左岸管理境 １０：４０～ 中牧田樋管

第２分団 酒田上水取水口 ～ 出羽大橋 １３：３０～ 小牧川水門

１４：２０～ 宮野浦樋管

１４：５０～ 京田川左岸広田観測所

第７分団 両羽橋 ～ 庄内町境 １５：２０～ 新堀樋管

※時間は予定ですので、前後にずれる場合があります。

【令和元年　６月１８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

左岸 朝日方面隊 第４分団 名川橋 ～ 東橋 １０：００～ 鶴岡市朝日庁舎

櫛引方面隊 第４分団 黒川橋 ～ 20.9㎞付近 １０：４０～ 水神社駐車場（ヘリポート）

羽黒方面隊 第１分団 20.9㎞付近 ～ 16.0㎞付近 １１：１０～ 鶴羽橋下流（右岸）

藤島方面隊 第５分団 16.0㎞付近 ～ 助川樋門 １１：４５～ 大半田樋門付近側帯（右岸15.8k付近）

第４分団 23.2㎞付近 ～ 羽黒橋 １３：３０～ 櫛引スポーツセンター駐車場

第３分団 17.8㎞付近 ～ 蛾眉橋 １４：００～ 大宝寺水防倉庫

第14分団 蛾眉橋 ～ 10.6㎞付近 １４：３０～ 蛾眉橋上流（左岸）

※時間は予定ですので、前後にずれる場合があります。

【令和元年　６月２０日（木）】

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 右岸 第８分団 おばこ大橋下流右岸 ～ 4.4㎞付近（車瀬樋管） １０：００～ おばこ大橋下流（右岸）

第９分団 4.4k㎞付近（車瀬樋管） ～ ０．２ｋｍ

大山川 左岸 第９分団 ０．２ｋｍ（新川橋経由） ～ 大山川左岸管理境

第１分団 助川樋門 ～ ９．８ｋｍ付近 １３：３０～ 右岸　蛾眉公園駐車場

９．８ｋｍ付近 ～ 歌枕樋門 １４：１５～ ８．４ｋ付近庄内総合支庁駐車場

歌枕樋門折返し ～

大山川 左岸 第２分団 10.６㎞付近 ～ 大山川右岸管理境 １４：５０～ １０．２ｋ付近青山警報所

※時間は予定ですので、前後にずれる場合があります。

１１：１０～ 宝永橋下流（相沢川右岸）

酒田
両羽・広田橋 ～ 河口第９分団

～ 酒田上水取水口

赤川 右岸
三川町 三川町水防団 第３分団

担   当   区   間

酒田市 酒田市水防団

赤川

１０：４０～ 右岸3.0k付近浜中水位観測所

左岸

右岸

酒田市

飽海

令和元年度　重要水防箇所合同巡視　行程表

担   当   区   間

最上川 左岸 庄内町 庄内町水防団

担   当   区   間

最上川 酒田市水防団
第３２分団 相沢川右岸管理境

飽海

担   当   区   間

赤川 鶴岡市 赤川

右岸

左岸 鶴岡方面隊



平成３０年度の重要水防箇所合同巡視の状況

水防団や警察及び町内会長等 漏水・浸透メカニズム等の説明状況
との合同巡視

浸水想定区域の説明状況 浸水想定区域の説明状況


