
　

　 １．開催日時及び場所
　　・令和４年７月１３日（水）　１３時３０分～１５時００分

　　・北上川下流河川事務所　大会議室（Ｗｅｂ形式の開催）
　　　　　　（宮城県黒川郡大郷町中村字屋鋪８－１９）　　

２．議　事　（予定）
（１） 減災対策や流域治水に関する取組等について
（２） 意見交換　等

※当該各協議会構成員名簿　別紙１～４のとおり
　

３．公開・取材について
・今回の協議会は新型コロナ感染拡大防止の観点から報道機関のみの公開とします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【マスコミを通じての公開】 
・更に会場の過密を避けるため、報道機関関係者で取材を希望される場合は、１２日（火）
15:00迄に「別紙登録用紙」にご記入のうえ、FAXにてご連絡いただきますようにお願い
いたします。
　なお、取材配置にあたっての待機場所の指定や入場人数の調整などをお願いする場合が
ありますのであらかじめご了承下さい。

〈発表記者会〉

記者発表資料
令 和 4 年 7 月 8 日

　　鳴瀬川等及び北上川下流等においては、地域全体で常に洪水に備え、「水防災
意識社会」の再構築を図るため「減災対策協議会」を設置し、沿川自治体と関係機
関において災害時対応の連携や共有を行っております。さらに「流域治水協議会」で
は、令和元年度東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や気候変動による水
害の拡大、頻発化に備え、鳴瀬川等流域、並びに北上川下流等流域において、あら
ゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画
的に推進する事としています。
今回は下記の予定で両協議会を同時に開催し、河川や流域におけるハード・ソフト
両面での更なる防災対策を共有し、流域治水の取り組みを一層推進するものです。

第11回鳴瀬川等・北上川下流等大規模氾濫時の減災対策協議会
・第5回鳴瀬川等・北上川下流等流域治水協議会の開催について

国 土 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局
北 上 川 下 流 河 川 事 務 所

（石巻市蛇田字新下沼８０）

※当該会場を発信会場にして、国や県・管内市町村等の各協議会構成員を

問い合わせ先

　　　　　　　　　          　国土交通省　北上川下流河川事務所
　　　　　　　　　          　     宮城県石巻市蛇田字新下沼８０
　　　　　　　　　　　      　     電話：０２２５－９５－０１９４（代表）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　しもだ　　いちろう

　　　　　　　　　　         技術副所長 　　　下田　一朗　 （内線２０６）　※減災対策協議会関係

　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　たかだ　 ひろほ

　　　　　　　　　　         技術副所長　　　 髙田　浩穂　 （内線２０５）　※流域治水協議会関係

　　　　　　　　　　　　　　宮城県　土木部　河川課
　　　　　　　　　　　　　　　　 宮城県仙台市青葉区本町３丁目８番１号
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　電話：０２２－２１１－３１７６
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すずき　 よしとも

                             　総合治水対策専門監　　鈴木　善友　（内線３１７６）

宮 城 県

Web接続で繋いで会議を開催します。

 石巻記者クラブ、古川記者クラブ、宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会



別紙１ 

 

鳴瀬川等大規模氾濫時の減災対策協議会 

構成員名簿 

 

石巻市長 

東松島市長 

大崎市長 

富谷市長 

松島町長 

大和町長 

大郷町長 

大衡村長 

色麻町長 

加美町長 

涌谷町長 

美里町長 

宮城県 復興・危機管理部長 

宮城県 土木部長  

宮城県 仙台土木事務所長 

宮城県 北部土木事務所長 

宮城県 東部土木事務所長 

宮城県 仙台地方ダム総合事務所長 

宮城県 大崎地方ダム総合事務所長 

農林水産省 東北農政局 北上土地改良調査管理事務所長 

気象庁 仙台管区気象台 気象防災部長 

国土交通省 国土地理院 東北地方測量部長 

国土交通省 東北地方整備局 鳴瀬川総合開発工事事務所長 

国土交通省 東北地方整備局 鳴子ダム管理所長 

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所長 

 

（順不同） 



別紙２ 
 

北上川下流等大規模氾濫時の減災対策協議会 

構成員名簿 
 

石巻市長 

登米市長 

栗原市長 

大崎市長 

涌谷町長 

女川町長 

宮城県 復興・危機管理部長 

宮城県 土木部長 

宮城県 北部土木事務所長 

宮城県 北部土木事務所 栗原地域事務所長 

宮城県 東部土木事務所長 

宮城県 東部土木事務所 登米地域事務所長 

宮城県 栗原地方ダム総合事務所長 

宮城県 北部地方振興事務所 栗原地域事務所長 

小山田川沿岸土地改良区 理事長 

農林水産省 東北農政局 北上土地改良調査管理事務所長 

気象庁 仙台管区気象台 気象防災部長 

国土交通省 国土地理院 東北地方測量部長 

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所長 

 

（順不同） 



別紙３ 

 

鳴瀬川等流域治水協議会 

構成員名簿 

                                

石巻市長 

東松島市長 

大崎市長 

富谷市長 

松島町長 

大和町長 

大郷町長 

大衡村長 

色麻町長 

加美町長 

涌谷町長 

美里町長 

宮城県 復興・危機管理部長 

宮城県 土木部長  

宮城県 農政部長  

宮城県 水産林政部長 

宮城県 仙台土木事務所長 

宮城県 北部土木事務所長 

宮城県 東部土木事務所長 

宮城県 仙台地方ダム総合事務所長 

宮城県 大崎地方ダム総合事務所長 

鶴田川沿岸土地改良区 理事長  

東日本旅客鉄道株式会社 執行役員仙台支社長 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター 東北北海道整備局長 

農林水産省 東北農政局 北上土地改良調査管理事務所長 

林野庁 東北森林管理局 宮城北部森林管理署長 

気象庁 仙台管区気象台 気象防災部長 

国土交通省 国土地理院 東北地方測量部長 

国土交通省 東北地方整備局 鳴瀬川総合開発工事事務所長 

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所長 

 

（順不同） 

 



別紙４ 

北上川下流等流域治水協議会 

構成員名簿 

 

石巻市長 

登米市長 

栗原市長 

大崎市長 

涌谷町長 

美里町長 

女川町長 

宮城県 復興・危機管理部長 

宮城県 土木部長 

宮城県 農政部長 

宮城県 水産林政部長 

宮城県 北部土木事務所長 

宮城県 北部土木事務所 栗原地域事務所長 

宮城県 東部土木事務所長 

宮城県 東部土木事務所 登米地域事務所長 

宮城県 栗原地方ダム総合事務所長 

宮城県 北部地方振興事務所 栗原地域事務所長 

小山田川沿岸土地改良区 理事長 

登米・気仙沼地域土地改良区連絡協議会 会長 

東日本旅客鉄道株式会社 執行役員仙台支社長 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林整備センター 東北北海道整備局長 

農林水産省 東北農政局 北上土地改良調査管理事務所長 

林野庁 東北森林管理局 宮城北部森林管理署長 

気象庁 仙台管区気象台 気象防災部長 

国土交通省 国土地理院 東北地方測量部長 

国土交通省 東北地方整備局 鳴子ダム管理所長 

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所長 

（順不同） 



別紙登録用紙 

「第11回鳴瀬川等・北上川下流等大規模氾濫時の減災対策協議会」    
「第5回鳴瀬川等・北上川下流等流域治水協議会」取材申込書 

                                       
       返信先：北上川下流河川事務所 防災情報課 宛て 

ＦＡＸ番号： ０２２５－９４－９８５７ 

ふりがな※必須 

お名前※必須 

ご所属（会社名）※必須 

ご連絡先（TEL/FAX）※必須 TEL

FAX

ご連絡先（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ） メールアドレス１ 

メールアドレス２ 

連絡事項欄

※送り状は不要ですので、本紙のみをそのまま FAX してください。なお、お手数ではご

ざいますが、FAX 送信後、受信確認のため、下記の【受信確認先】までご連絡ください。 

【受信確認先】

北上川下流河川事務所 防災情報課 水防調整係

ＴＥＬ：０２２５－９４－９８５４(直通)

【新型コロナウイルス感染拡大防止に関する留意事項】 

・咳などの風邪症状、発熱等、体調不良のある方は参加をご遠慮ください。 

・取材の途中で頻回に咳をする方がいた場合、退席を要請する場合があります。 

・入口付近にアルコール消毒液を設置します。（ご利用ください。） 

・取材中でのマスクの着用など、参加される方ご自身で感染予防対策をお願い致します。

・咳、くしゃみなどの症状がある方は必ずマスクを着用ください。 

・うがい、手洗いの励行をお願いいたします。 

・参加者への感染防止を考慮し事務局スタッフはマスク着用等でご案内させて頂きます。

 ※来所された方には当日、会場での検温と名簿記名をお願い致します。


