
平成２７年度

北上川上流総合水防演習実行委員会規約

（名 称）

第１条 本実行委員会は、「平成２７年度北上川上流総合水防演習実行委員会」（以下「実

行委員会」という。）と称する。

（目 的）

第２条 本実行委員会は、「平成２７年度北上川上流総合水防演習」（以下「演習」とい

う。）が効果的かつ円滑に実施することを目的とする。

（組 織）

第３条 実行委員会に総務部会と実施部会を置く。

２ 実行委員会及び各部会は、別表１～３に掲げる機関ならびに職にあるものをもっ

て構成する。

（役 員）

第４条 実行委員会及び各部会に次の役員を置く。

実行委員会会長は、国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所長とする。

実行委員会副会長は、岩手県県土整備部河川港湾担当技監ならびに盛岡市長とす

る。

２ 総務部会会長は、国道交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所副所長(事務)と

する。

総務部会副会長は、岩手県県土整備部河川課管理担当主任主査ならびに盛岡市総

務部危機管理防災課長とする。

３ 実施部会会長は、国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所総括地域防災調

整官とする。

実施部会副会長は、岩手県盛岡広域振興局副局長兼経営企画部長、岩手県盛岡広

域振興局土木部長、岩手県県土整備部河川課河川海岸担当課長ならびに盛岡市総務

部危機管理防災課長とする。

（実行委員会）

第５条 実行委員会は、必要に応じ会長が招集し、演習の実施に関する事項を審議し、決

定する。実行委員会の議長は、会長とする。



（総務部会）

第６条 総務部会は、実行委員会の付託を受け、総務部会会長が招集し、次のことを審議

する。

（１）演習全体の総括

（２）会場設営、関連イベント、広報・ＰＲに関する事項

２ 総務部会の審議結果は、実行委員会に報告するものとする。

（実施部会）

第７条 実施部会は、実行委員会の付託を受け、実施部会会長が招集し、次のことを審議

する。

（１）演習の方法等

（２）水防団ならびに参加機関に関する事務及び演習要員の確保に関する事項

（３）その他、演習実施にあたって調整を必要とする事項

２ 実施部会の審議結果は、実行委員会に報告するものとする。

（事務局）

第８条 実行委員会の事務局は、国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所に置くも

のとし、事務局長は、東北地方整備局岩手河川国道事務所総括地域防災調整官とす

る。

２ 事務局の構成は、別表－４による。

（実行委員会の解散）

第９条 実行委員会は、演習終了をもって解散するものとする。

（委 任）

第10条 本規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関して必要な事項は会長が定め

る。

付 則 この規約は、平成２６年１２月１８日から施行する。



別表－１

委 員 職 名

国土交通省 岩手河川国道事務所 所長

北上川ダム統合管理事務所 所長

盛岡地方気象台 台長

岩手河川国道事務所 総括地域防災調整官

岩手河川国道事務所 副所長(事務)

岩手河川国道事務所 副所長(技術)

岩手県 総務部 総合防災室 防災危機管理監

県土整備部 河川港湾担当技監

県土整備部 河川課総括課長

盛岡広域振興局 副局長兼経営企画部長

盛岡広域振興局 土木部長

県南広域振興局 総務部長

県南広域振興局 土木部長

岩手県警察本部 警備部 警備課長

岩手県 盛岡東警察署 署長

市町村 盛岡市 市長

花巻市 市長

北上市 市長

遠野市 市長

一関市 市長

八幡平市 市長

奥州市 市長

滝沢市 市長

雫石町 町長

岩手町 町長

紫波町 町長

矢巾町 町長

西和賀町 町長

金ケ崎町 町長

平泉町 町長

消防関係 (公財)岩手県消防協会 会長

盛岡地区広域消防組合 消防長

花巻市消防本部 消防長

奥州金ケ崎行政事務組合消防本部 消防長

北上地区消防組合消防本部 消防長

遠野市消防本部 消防長

一関市消防本部 消防長

陸上自衛隊 岩手駐屯地 第９特科連隊長

日本赤十字社 岩手県支部 事務局長

東北電力㈱ 岩手支店 支店長

東日本電信電話㈱ 宮城事業部 岩手支店 災害対策室長

東日本旅客鉄道㈱ 盛岡支社 設備部長

(一財)河川情報センター 仙台センター所長

ＮＰＯ法人 北上川流域連携交流会 理事長

(一社)岩手県建設業協会 会長

平成２７年度 北上川上流総合水防演習実行委員会

委 員 名 簿

構 成 機 関



別表－２

 

部 会 長 国土交通省 岩手河川国道事務所 副所長（事務）
副部会長 岩手県 県土整備部 河川課 管理担当主任主査
副部会長 盛岡市 総務部 危機管理防災課長

国土交通省 岩手河川国道事務所
北上川ダム統合管理事務所

岩手県 総務部 総合防災室
県土整備部 河川課　
盛岡広域振興局 経営企画部

市町 盛岡市 盛岡市 総務部 危機管理防災課　

花巻市
北上市
遠野市
一関市
八幡平市
奥州市 【総務担当】
滝沢市
雫石町
岩手町
紫波町
矢巾町
西和賀町
金ケ崎町
平泉町

役　　　職　　　名

　構　　成　　機　　関

     職　　　名　

平成２７年度　北上川上流総合水防演習実行委員会

　総　　務　　部　　会



別表－３

部 会 長 岩手河川国道事務所 総括地域防災調整官
副部会長 岩手県 盛岡広域振興局 副局長兼経営企画部長
副部会長 岩手県 盛岡広域振興局 土木部長
副部会長 岩手県 県土整備部 河川課 河川海岸担当課長
副部会長 盛岡市 総務部 危機管理防災課長

国土交通省 岩手河川国道事務所
北上川ダム統合管理事務所
盛岡地方気象台

岩手県 総務部 総合防災室
県土整備部 河川課
盛岡広域振興局 土木部
盛岡広域振興局 土木部 岩手土木センター
県南広域振興局 土木部
県南広域振興局 土木部 花巻土木センター
県南広域振興局 土木部 北上土木センター
県南広域振興局 土木部 一関土木センター
県南広域振興局 土木部 千厩土木センター
県南広域振興局 土木部 遠野土木センター

岩手県警察本部 警備部 警備課
岩手県 盛岡東警察署 地域課

市町 盛岡市   花巻市    北上市   遠野市
一関市   八幡平市  奥州市   滝沢市
雫石町   岩手町    紫波町　 矢巾町
西和賀町 金ケ崎町  平泉町

消防関係 （公財）岩手県消防協会
盛岡地区広域消防組合 消防本部
花巻市 消防本部
奥州金ケ崎行政事務組合 消防本部
北上地区消防組合 消防本部
遠野市 消防本部
一関市 消防本部

陸上自衛隊 岩手駐屯地 第９特科連隊

日本赤十字社 岩手県支部

東北電力㈱ 岩手支店

東日本電信電話㈱ 宮城事業部 岩手支店

東日本旅客鉄道㈱ 盛岡支社

（一財）河川情報センター

NPO法人 北上川流域連携交流会

（一社）岩手県建設業協会

構　　成　　機　　関

役　　　職　　　名 職　　　名　

【防災・河川管理担当】

平成２７年度　北上川上流総合水防演習実行委員会

　実　　施　　部　　会



別表－４

事務局長 国土交通省
　岩手河川国道事務所 総括地域防災調整官

事務局員 国土交通省 副所長(技術)
　岩手河川国道事務所 地域防災調整官（調査第一課）

建設専門官（総務課）
調査第一課長
河川管理課長
盛岡出張所長

岩手県 県土整備部 河川課 河川海岸担当課長
県土整備部 河川課 河川海岸担当主査
盛岡広域振興局 土木部 災害復旧対策課長　　
盛岡広域振興局 土木部 岩手土木センター 特命課長

盛岡市 総務部 危機管理防災課長

盛岡地区広域消防組合 消防本部 警防課 課長補佐

平成２７年度　北上川上流総合水防演習実行委員会

事　　務　　局


