記者発表資料

平 成 ２ ２年１ １ 月 ２９日
岩手河川国道事務所
北上川下流河川事務所

北上川のこれからの川づくりについてご意見をお聴かせください
～

北上川水系河川整備計画について

～

国土交通省東北地方整備局では、北上川水系の今後概ね３０年間の河川整備の目標
を明確にし、具体的な整備内容について示した「北上川水系河川整備計画（国管理区
間）
」の策定作業を進めています。
計画策定にあたっては、北上川流域の特性や地域の風土・文化等を踏まえ、地域の
個性や活力を実感できる川づくりが必要となるため、流域に住む皆様のご意見を頂き
ながら作業を進めていくこととしています。
このため、
『地域の方々の意見を聴く会』の開催、
『北上川水系河川整備計画（素案）』
の閲覧および計画概要パンフレットの配布等を行い、意見募集を実施します。
【意見募集期間】
平成２２年１２月１日（水）

～

平成２３年１月５日（水）

【意見募集方法】
みなさまからの意見は、下記のいずれかの方法で募集します。
①「地域の方々の意見を聴く会」の開催
計画（素案）の概要を説明させていただき、ご意見をいただきます。
②河川整備計画（素案）の閲覧、および計画概要パンフレットの配布
パンフレットに添付のハガキにご意見を記入していただきます。
③インターネット（メール）等での意見募集
ホームページでの資料閲覧、メールやＦＡＸでの意見受付を行います。
※上記募集方法の詳細については別紙をご覧ください。
＜発表記者会 : 岩手県政記者クラブ
宮城県政記者会、石巻記者クラブ、古川記者クラブ＞
問い合わせ先
国土交通省 東北地方整備局
【岩手河川国道事務所】
住所 岩手県盛岡市上田四丁目２－２
TEL
０１９－６２４－３１６６（調査第一課直通）
副所長（河川）瀧澤 靖明（内線２０４）
調査第一課長 鈴木 啓介（内線３５１）
【北上川下流河川事務所】
住所 宮城県石巻市蛇田字新下沼８０
TEL ０２２５－９４－９８４７（調査課直通）
副所長（技術）庄司 正彦（内線２０４）
調査課長
齋藤 茂則（内線３５１）

＜別紙＞

地域の方々の意見を聴く会
北上川水系河川整備計画（素案）に
ついて概要を説明させていただき、ご
意見をいただく会を開催します。
開催場所は右のとおりです。北上川
流域にお住まいの方ならどなたでも参
加することができます。参加をご希望
の方は、当日最寄りの会場までお越し
ください。
※入場は無料です。
※当日、先着順より参加の受付を
行いますが、希望者多数の場合は、
会場の都合により入場できないこと
があります。

日時

開催場所

12/ 7 (火)
19:00～21:00
12/13 (月)
19:00～21:00
12/ 9 (木)
19:00～21:00
12/ 3 (金)
18:30～20:30
12/ 6 (月)
18:30～20:30
12/ 7 (火)
18:30～20:30

盛岡市観光文化交流センター（プラザおでって）３階会議室
【所在地】盛岡市中ノ橋通一丁目1-10
北上市江釣子地区交流センター ３階会議室
【所在地】北上市上江釣子17地割116
一関防災センター（北上川学習交流館あいぽーと）学習室
【所在地】一関市狐禅寺字石ノ瀬155-81
登米総合支所 ２階会議室
【所在地】登米市登米町寺池目子待井381-1
大崎市役所東庁舎 ５階大会議室
【所在地】大崎市古川七日町1-1
石巻市役所 ６階市民ホール
【所在地】石巻市穀町14-1

ホームページ（メール）等での意見受付
北上川水系河川整備計画（素案）および計画概要パンフレットにつきましては、岩手河川国道事務所および北
上川下流河川事務所のホームページでも閲覧できます。
また、地域の方々のご意見はメールやＦＡＸでも受け付けています。
※ホームページは１２月１日から公開する予定です。

【岩手河川国道事務所】
ホームページアドレス： http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/
メールアドレス： iwate@thr.mlit.go.jp
ＦＡＸ番号 ： 019-626-2770

【北上川下流河川事務所】
ホームページアドレス： http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/
メールアドレス： karyuu@thr.mlit.go.jp
ＦＡＸ番号 ： 0225-94-9857

このバナーをクリック
して下さい

岩手河川国道事務所ホームページ

このバナーをクリック
して下さい

北上川下流河川事務所ホームページ

＜別紙＞

北上川水系河川整備計画（素案）の閲覧および計画概要パンフレット配布場所一覧
各機関の閲覧場所などは最寄り機関の担当部署へご確認下さい。
名

称

岩手河川国道事務所

担当部署

所 在 地

電話番号

調査第一課

岩手県盛岡市上田四丁目2-2

019-624-3166

盛岡出張所

技術係

岩手県盛岡市東仙北一丁目11-11

019-636-0368

水沢出張所

技術係

岩手県奥州市水沢区東大通り一丁目2-14

0197-24-4173

一関出張所

技術係

岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬155-81

0191-23-2435

胆沢ダム工事事務所

調査設計課

岩手県奥州市胆沢区若柳字下松原77

0197-46-4711

北上川ダム統合管理事務所

管理第一課

岩手県盛岡市下厨川字四十四田１

019-643-7831

御所ダム

管理第三課

岩手県盛岡市繋字山根192-4

019-689-2216

石淵ダム管理支所

管理係

岩手県奥州市胆沢区若柳字尿前1-9

0197-49-2211

田瀬ダム管理支所

管理係

岩手県花巻市東和町田瀬39-1-3

0198-44-5211

湯田ダム管理支所

管理係

岩手県和賀郡西和賀町杉名畑44地割

0197-74-2011

県土整備部 河川課

岩手県盛岡市内丸10-1

019-629-5901

盛岡広域振興局

土木部 河川砂防課

岩手県盛岡市内丸11-1

019-629-6649

県南広域振興局

土木部
道路河川環境課

岩手県奥州市水沢区大手町1-2

0197-22-2881

盛岡市役所（若園町分庁舎）

建設部 河川課

岩手県盛岡市若園町2-18

019-651-4111

花巻市役所（本庁舎新館）

建設部 土木建設課

岩手県花巻市花城町9-30

0198-24-2111

北上市役所（江釣子庁舎）

建設部 道路環境課

岩手県北上市上江釣子17地割201番地2

0197-64-2111

遠野市役所
環境整備部 建設課
（遠野行政センター）

岩手県遠野市六日町1-22

0198-60-1520

一関市役所

建設部 治水対策室

岩手県一関市竹山町7-2

0191-21-8501

八幡平市役所
（松尾総合支所）

建設部 建設課

岩手県八幡平市野駄第19地割75番地

0195-74-2111

奥州市役所

都市整備部 土木課

岩手県奥州市水沢区大手町一丁目1

0197-24-2111

雫石町役場

地域整備課

岩手県岩手郡雫石町千刈田5-1

019-692-2111

岩手町役場

地域整備課

岩手県岩手郡岩手町大字五日市第10地割44

0195-62-2111

滝沢村役場

都市整備部
河川公園課

岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字中鵜飼55

019-684-2111

紫波町役場（第二庁舎）

建設部 土木課

019-672-2111

矢巾町役場

道路都市課

岩手県紫波郡紫波町日詰西一丁目3-1
岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅13-123

西和賀町役場（湯田庁舎）

建設課

岩手県和賀郡西和賀町川尻40-40-71

0197-82-3288

金ヶ崎町役場

建設課

岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根南町22-1

0197-42-2111

平泉町役場

建設水道課

岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2

0191-46-5569

藤沢町役場

環境整備課

岩手県東磐井郡藤沢町藤沢字町裏105

0191-63-2111

北上川下流河川事務所

調査課

宮城県石巻市蛇田字新下沼80

0225-94-9847

大崎出張所

技術係

宮城県大崎市古川鶴ヶ埣字鶴田154‐3

0229‐22‐0336

飯野川出張所

技術係

宮城県石巻市成田字根岸山畑5-7

0225-62-3102

米谷出張所

技術係

宮城県登米市東和町米谷字古舘5-4

0220-42-2211

涌谷出張所

岩手県庁

岩 手 県 内

019-697-2111

宮 城 県 内

技術係

宮城県遠田郡涌谷町字桑木荒156-1

0229-43-3218

鳴子ダム管理所

管理係

宮城県大崎市鳴子温泉字岩渕2-8

0229-82-2341

宮城県庁

河川課 企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1

022-211-3173

北部土木事務所

河川班

宮城県大崎市古川朝日四丁目1番1号

0229-91-0736

東部土木事務所

河川砂防第二班

宮城県石巻市東中里二丁目1番1号

0225-94-8785

東部土木事務所
登米地域事務所

河川砂防班

宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

0220-22-2763

石巻市役所

河川港湾対策室

宮城県石巻市穀町14番1号

0225-95-1111

登米市役所
（中田庁舎・中田総合支所）

土木管理課

宮城県登米市中田町上沼字西桜場18番地

0220-34-2365

大崎市役所

建設課河川係

宮城県大崎市古川七日町1番1号

0229-23-8016

美里町役場（東庁舎）

建設課

宮城県遠田郡美里町北浦字駒米7番地5

0229-33-2143

涌谷町役場

建設水道課

宮城県遠田郡涌谷町字新町裏153番地2

0229-43-2129

