
第４回 最上川流域治水協議会 
第４回 赤川流域治水協議会 

日時：令和３年７月３０日（金）10 時 00 分～ 
場所：山形河川国道事務所 2 階大会議室（WEB 会議） 
司会：山形河川国道事務所（河川）副所長 

 

次第 
 
１．開会 
 
２．トップセミナー 

 「気候変動下における流域治水の展開」 
講師：東北大学教授 風間 聡 氏 

 
３．議事 
（大臣メッセージ動画上映） 

 最上川流域治水協議会規約の改定【資料１－１】 
 赤川流域治水協議会規約の改定【資料１－２】 
 地方支部局における連絡調整会議の設置について【資料２】 
 流域治水関連法について【資料３】 
 水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドラインについて【資料４】 
 リスクマップ（仮称）の作成について【資料５】 
 流域治水の推進について（意見交換）【資料６】 
 流域治水×グリーンインフラについて【資料７】 

 
４．その他（情報共有） 

 最上川中流・上流緊急治水プロジェクトの進捗状況【参考１】 
 流域治水について【参考２】 
 東北管内の流域治水プロジェクトの事例集【参考３】 
 最上川水系流域治水プロジェクトの策定状況について【参考４－１】 
 赤川水系流域治水プロジェクトの策定状況について【参考４－２】 

 
５．閉会 



構成員 氏名 備考

山形市長 佐藤 孝弘 代理：都市整備部長 伊藤 林也

米沢市長 中川 勝
代理：防災危機管理課 地域防災
担当主査 太田 智明

鶴岡市長 皆川 治 代理：危機管理監 宮崎 哲

酒田市長 丸山 至 代理：危機管理監 那須 欣男

新庄市長 山尾 順紀 代理

寒河江市長 佐藤 洋樹
代理：防災危機管理課長 東海林
恒

上山市長 横戸 長兵衛
代理：庶務課危機管理室長 佐々
木 和彦

村山市長 志布 隆夫

長井市長 内谷 重治 欠席

天童市長 山本 信治 代理：危機管理室 室長 川股 元昭

東根市長 土田 正剛

尾花沢市長 菅根 光雄
代理：総務課防災危機管理室長
小埜 和広

南陽市長 白岩 孝夫

山辺町長 遠藤 直幸

中山町長 佐藤 俊晴

河北町長 森谷 俊雄

西川町長 小川 一博 代理：副町長 髙橋 勇吉

朝日町長 鈴木 浩幸
代理：総務課危機管理係長 菅井
俊樹

大江町長 松田 清隆
代理：総務課危機管理主査兼係長
大谷 奈翁人

大石田町長 村岡 藤弥

金山町長 佐藤 英司

最上町長 髙橋 重美

舟形町長 森 富広

真室川町長 新田 隆治 欠席

大蔵村長 加藤 正美

鮭川村長 元木 洋介

戸沢村長 渡部 秀勝 代理

高畠町長 寒河江 信
代理：総務課危機管理室長 市川
直樹

川西町長 原田 俊二

小国町長 仁科 洋一
代理：町民税務課町民生活担当主
査 羽田 淳哲

白鷹町長 佐藤 誠七 欠席

飯豊町長 後藤 幸平

出席者名簿

第４回最上川流域治水協議会



構成員 氏名

三川町長 阿部 誠

庄内町長 原田 眞樹 代理：環境防災課長 藤井 清司

遊佐町長（オブザーバー） 時田 博機
代理：総務課危機管理係長 曽根
原 優

最上広域市町村圏事務組合 理事長 山尾 順紀 欠席

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 西野 徳康 代理：次長 柿﨑 正

林野庁東北森林管理局 山形森林管理署長 益田 健太

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

石垣 浩司
代理：山形水源林整備事務所長
青木 勇

気象庁 山形地方気象台長 吉田 薫

山形県 防災くらし安心部 防災危機管理課長 柴﨑 渉 代理：防災主査 齋藤 進

山形県 農林水産部 農村整備課長 草 大輔

山形県 農林水産部 森林ノミクス推進課長 齋藤 潔 代理：森林保全主幹 横倉 肇

山形県 県土整備部 都市計画課長 大沼 啓介

山形県 県土整備部 下水道課長 井上 洋子

山形県 県土整備部 河川課長 工藤 哲

山形県 県土整備部 砂防・災害対策課長 佐藤 亨

山形県 県土整備部 建築住宅課長 佐藤 泰宏

山形県 村山総合支庁 建設部長 松葉 伸章

山形県 最上総合支庁 建設部長 竹内 晃

山形県 置賜総合支庁 建設部長 安食 稔也

山形県 庄内総合支庁 建設部長 佐藤 康一

山形県 企業局 電気事業課長 長南 真一 代理：課長補佐 小松 剛

最上川中流土地改良区 理事長 広谷 五郎左ェ門 代理：管理課長 加藤 裕二

上山市土地改良区 理事長 髙橋 源四郎 代理：管理係長 堀井 奨

東北電力株式会社 山形発電技術センター 所長 笠原 克浩

東北電力株式会社 庄内発電技術センター 所長 多田 誠

国土交通省東北地方整備局 山形河川国道事務所長 橋本 裕樹

国土交通省東北地方整備局 酒田河川国道事務所長 髙野 明

国土交通省東北地方整備局 新庄河川事務所長 吉栁 岳志

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 加藤 孝 代理：副所長（技術） 齋藤 克浩

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 氏名 備考

鶴岡市長 皆川 治 代理：危機管理監 宮崎 哲

酒田市長 丸山 至 代理：危機管理監 那須 欣男

三川町長 阿部 誠

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 西野 徳康 代理：次長 柿﨑 正

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

石垣 浩司
代理：山形水源林整備事務所長 青
木 勇

気象庁 山形地方気象台長 吉田 薫

山形県 防災くらし安心部 防災危機管理課長 柴﨑 渉 代理：防災主査 齋藤 進

山形県 農林水産部 農村整備課長 草 大輔

山形県 農林水産部 森林ノミクス推進課長 齋藤 潔 代理：森林保全主幹 横倉 肇

山形県 県土整備部 都市計画課長 大沼 啓介

山形県 県土整備部 下水道課長 井上 洋子

山形県 県土整備部 河川課長 工藤 哲

山形県 県土整備部 砂防・災害対策課長 佐藤 亨

山形県 県土整備部 建築住宅課長 佐藤 泰宏

山形県 庄内総合支庁 総務企画部長 高橋 博美 欠席

山形県 庄内総合支庁 建設部長 佐藤 康一

東北電力株式会社 庄内発電技術センター 所長 多田 誠

林野庁 東北森林管理局 庄内森林管理署長 高橋 守

国土交通省東北地方整備局 月山ダム管理所長 田川 和義

国土交通省東北地方整備局 酒田河川国道事務所長 髙野 明

国土交通省東北地方整備局 新庄河川事務所長 吉栁 岳志

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

出席者名簿

第４回赤川流域治水協議会


