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資料１

「協議の場」に替わる「ダム洪水調節機能協議会」の規約について

山形河川国道事務所



利水ダム等の事前放流に係る協議会制度の創設



その他の協議会との関係



協議会 規約 対比表 （１／４）



協議会 規約 対比表 （２／４）



協議会 規約 対比表 （３／４）



協議会 規約 対比表 （４／４）



最上川水系ダム洪水調節機能協議会 規約（案） （１／２）



最上川水系ダム洪水調節機能協議会 規約（案） （２／２）



参考）河川法改正の条文（第５１条の２）



参考）流域治水協議会 構成員名簿 （１／２）

最上川流域治水協議会

赤川流域治水協議会

（構成員） 山形市長 
米沢市長 
鶴岡市長 
酒田市長 
新庄市長 
寒河江市長 
上山市長 
村山市長 
長井市長 
天童市長 
東根市長 
尾花沢市長 
南陽市長 
山辺町長 
中山町長 
河北町長 
西川町長 
朝日町長 
大江町長 
大石田町長 
金山町長 
最上町長 
舟形町長 
真室川町長 
大蔵村長 
鮭川村長 
戸沢村長 
高畠町長 
川西町長 
小国町長 
白鷹町長 
飯豊町長 
三川町長 
庄内町長 
遊佐町長（オブザーバー） 
最上広域市町村圏事務組合 理事長 
農林水産省東北農政局 西奥羽土地改良調査管理事務所長 
林野庁東北森林管理局 山形森林管理署長 
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 
気象庁 山形地方気象台長 
山形県 防災くらし安心部 防災危機管理課長 
山形県 農林水産部 森林ノミクス推進課長 
山形県 県土整備部 都市計画課長 
山形県 農林水産部 農村整備課長 
山形県 県土整備部 下水道課長 
山形県 県土整備部 河川課長 
山形県 県土整備部 砂防・災害対策課長 
山形県 県土整備部 建築住宅課長 

山形県 村山総合支庁 建設部長 
山形県 最上総合支庁 建設部長 
山形県 置賜総合支庁 建設部長 
山形県 庄内総合支庁 建設部長 
山形県 企業局 参事（兼）電気事業課長 
最上川中流土地改良区理事長 
上山市土地改良区理事長 
東北電力株式会社 山形発電技術センター所長 
東北電力株式会社 庄内発電技術センター所長 
国土交通省東北地方整備局 山形河川国道事務所長 
国土交通省東北地方整備局 酒田河川国道事務所長 
国土交通省東北地方整備局 新庄河川事務所長 
国土交通省東北地方整備局 最上川ダム統合管理事務所長 

 
（事務局） 国土交通省東北地方整備局 山形河川国道事務所 調査第一課 
      国土交通省東北地方整備局 酒田河川国道事務所 調査第一課 
      国土交通省東北地方整備局 新庄河川事務所 調査課 

山形県 県土整備部 河川課 

（構成員） 鶴岡市長 
酒田市長 
三川町長 
気象庁 山形地方気象台長 
山形県 防災くらし安心部 防災危機管理課長 
山形県 農林水産部 農村整備課長 
山形県 農林水産部 森林ノミクス推進課長 
山形県 県土整備部 都市計画課長 
山形県 県土整備部 下水道課長 
山形県 県土整備部 河川課長 
山形県 県土整備部 砂防・災害対策課長 
山形県 県土整備部 建築住宅課長 
山形県 庄内総合支庁 総務企画部長 
山形県 庄内総合支庁 建設部長 
東北電力株式会社 庄内発電技術センター所長 
農林水産省 東北農政局 西奥羽土地改良調査管理事務所長 
林野庁 東北森林管理局 庄内森林管理署長 
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 
国土交通省 東北地方整備局 月山ダム管理所長 
国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所長 
国土交通省 東北地方整備局 酒田河川国道事務所長 

 
（事務局） 国土交通省 東北地方整備局 酒田河川国道事務所 調査第一課 

山形県 県土整備部 河川課 



参考）流域治水協議会 構成員名簿 （２／２）

山形県二級水系流域治水協議会

（構成員） 鶴岡市 
酒田市長 
遊佐町長 
気象庁 山形地方気象台長 
林野庁 東北森林管理局 庄内森林管理署貯 
国立研究開発法人 森林研究・整備機構森林整備センター 
 山形水源林整備事務所長 
山形県 防災くらし安心部 防災危機管理課長 
山形県 農林水産部 農村整備課長 
山形県 農林水産部 森林ノミクス推進課長 
山形県 県土整備部 都市計画課長 
山形県 県土整備部 下水道課長 
山形県 県土整備部 河川課長 
山形県 県土整備部 砂防・災害対策課長 
山形県 県土整備部 建築住宅課長 
山形県 庄内総合支庁 総務企画部長 
山形県 庄内総合支庁 建設部長 

 
（事務局） 山形県 県土整備部 河川課 

山形県 庄内総合支庁 建設部 河川砂防課 



参考）大規模氾濫時の減災対策協議会 構成員名簿 （１／２）

最上川上流大規模氾濫時の減災対策協議会 最上川中流大規模氾濫時の減災対策協議会

（構成員） 山形市長 
米沢市長 
寒河江市長 
上山市長 
村山市長 
長井市長 
天童市長 
東根市長 
南陽市長 
山辺町長 
中山町長 
河北町長 
西川町長 
朝日町長 
大江町長 
高畠町長 
川西町長 
小国町長 
白鷹町長 
飯豊町長 
農林水産省 東北農政局 西奥羽土地改良調査管理事務所長 
気象庁 山形地方気象台長 
山形県 防災くらし安心部 防災危機管理課長 
山形県 農林水産部 農村整備課長 
山形県 県土整備部 河川課長 
山形県 県土整備部 砂防・災害対策課長 
山形県 村山総合支庁 建設部長 
山形県 置賜総合支庁 建設部長 
山形県 企業局 参事（兼）電気事業課長 
最上川中流土地改良区理事長 
上山市土地改良区理事長 
東北電力株式会社 山形発電技術センター所長 
国土交通省 東北地方整備局 山形河川国道事務所長 
国土交通省 東北地方整備局 最上川ダム統合管理事務所長 

 
（事務局） 国土交通省東北地方整備局 山形河川国道事務所 調査第一課 
      山形県県土整備部 河川課 

（構成員） 新庄市長 
尾花沢市長 
大石田町長 
金山町長 
最上町長 
舟形町長 
真室川町長 
大蔵村長 
鮭川村長 
戸沢村長 
最上広域市町村圏事務組合 理事長 
農林水産省東北農政局西奥羽土地改良調査管理事務所長 
気象庁 山形地方気象台長 
山形県 防災くらし安心部 防災危機管理課長 
山形県 農林水産部 農村整備課長 
山形県 県土整備部 河川課長 
山形県 県土整備部 砂防・災害対策課長 
山形県 村山総合支庁 建設部長 
山形県 最上総合支庁 建設部長 
国土交通省東北地方整備局 新庄河川事務所長 

 
（事務局） 国土交通省東北地方整備局 新庄河川事務所 調査課 

山形県県土整備部 河川課 



参考）大規模氾濫時の減災対策協議会 構成員名簿 （２／２）

最上川下流・赤川大規模氾濫時の減災対策協議会 山形県二級河川大規模氾濫時の減災対策協議会

（構成員） 鶴岡市長 
酒田市長 
三川町長 
庄内町長 
遊佐町長（オブザーバー） 
気象庁 山形地方気象台長 
山形県 防災くらし安心部 防災危機管理課長 
山形県 県土整備部 河川課長 
山形県 県土整備部 砂防・災害対策課長 
山形県 庄内総合支庁 総務企画部長 
山形県 庄内総合支庁 建設部長 
東北電力 株式会社 庄内発電技術センター所長 
国土交通省東北地方整備局 月山ダム管理所長 
国土交通省東北地方整備局 酒田河川国道事務所長 

 
 
（事務局） 国土交通省東北地方整備局 酒田河川国道事務所 調査第一課 

山形県県土整備部 河川課 

（構成員） 鶴岡市長 
酒田市長 
遊佐町長 
気象庁 山形地方気象台長 
山形県 庄内総合支庁 総務企画部長 
山形県 庄内総合支庁 建設部長 
 

（オブザーバー）山形県 防災くらし安心部 防災危機管理課長 
 
（アドバイザー）国土交通省 東北地方整備局 河川部 
 
（事務局） 山形県 県土整備部 河川課 

山形県 庄内総合支庁 建設部 河川砂防課 


