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旧北上川かわまちづくり市民部会を開催
第１回
第２回

南浜・門脇町２、３丁目地区
井内・藤巻地区、不動・八幡地区、川口・湊地区

旧北上川河口の堤防・護岸整備にあたり、復興まちづくりと連携した水辺空間のデ
ザインについて、市民部会を開催します。南浜・門脇町２、３丁目地区は初開催で
す。
第１回市民部会で皆様から伺ったご意見をもとに「新たな水辺空間の施設配置」を
検討した結果について、ワークショップ形式で話し合いを行います。どなたでも参加
いただけます。※電話での事前登録が必要で、登録の際にお名前・連絡先など伺いま
す（各地区とも定員40名）。
【開催日時・場所】
●第２回 井内・藤巻地区
と き ２月２２日（日） 午後６時３０分～８時００分
ところ 井内会館（石巻市大瓜字井内９２）
●第２回 不動・八幡地区
と き ２月２８日（土） 午前１０時００分～１１時３０分
ところ 不動町集会所（石巻市不動町２丁目１３）
●第２回 川口・湊地区
と き ３月 ８日（日） 午前１０時００分～１１時３０分
ところ 石巻市役所 ４階 庁議室（石巻市穀町１４－１）
●第１回 南浜・門脇町２、３丁目地区
と き ３月 ８日（日） 午後２時００分～３時３０分
ところ 石巻市役所 ４階 庁議室（石巻市穀町１４－１）
【申込み】 申込方法 お電話にて
申込時間 午前９時～午後５時（土日・祝日除く）
申込み先 国土交通省 北上川下流河川事務所 TEL0225-94-9847(直通)
北上川下流河川事務所記者発表についてはホームページでご覧になれます。
ホームページアドレス【http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/】
＜発表記者会：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 北上川下流河川事務所
石巻市蛇田字新下沼80
TEL
0225-95-0194（代表）
さ とう
まさあき
副
所
長
佐藤
正明
（内線２０５）
たてさわ
きよしろ
調査第一課長
舘澤 清城 （内線３５１）
石巻市 建設部 石巻市穀町14番1 TEL
0225-95-1111（代表）
かわぐち
たか お
参事兼河川港湾室長 川口 高雄 （内線５６０３）
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旧北上川かわまちづくり

２/２２(⽇)

開催

第1回市⺠部会の様⼦（H26.9.28）

『石積みを活かしたかわづくり』
第2回

市⺠部会（井内・藤巻地区）

〜かっぱの会〜

旧北上川河⼝の堤防・護岸整備にあたり、復興まちづくりと連携し
た⽔辺デサインについて、第２回の市⺠部会を開催します。
第１回市⺠部会で皆様から伺ったご意⾒をもとに「新たな⽔辺空間
の施設配置」を検討した結果について、ワークショップ形式で話し合
いを⾏います。どなたでも参加いただけます。
陸前稲井
●ｺﾝﾋﾞﾆ

■⽇時：２⽉２２⽇(⽇) １８:３０〜２０:００
■場所：井内会館（井内⻄部・⼤⽠井内集会所）

井内会館

（⽯巻市⼤⽠字井内９２）
※ 電話での事前登録（お名前・連絡先など）が
必要となります。定員４０名ですが、申し込み

⽯巻

●ﾌﾟﾚﾅﾐﾔｷﾞ

◎
⽯巻市役所

多数の場合は、複数回開催します。
【申込み・問合せ先】
申

込

先：国⼟交通省
TEL

北上川下流河川事務所

0225－94－9847

申込み時間：９：００〜１７：００（⼟⽇・祝⽇除く）
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旧北上川かわまちづくり

２/２８(⼟)

開催

第1回市⺠部会の様⼦（H26.9.17）

『 未来へつなぐわたしぶね』
第2回

「市⺠部会（不動・⼋幡地区）」

〜私、船の会〜

旧北上川河⼝の堤防・護岸整備にあたり、復興まちづくりと連携し
た⽔辺デサインについて、第２回の市⺠部会を開催します。
第１回市⺠部会で皆様から伺ったご意⾒をもとに「新たな⽔辺空間
の施設配置」を検討した結果について、ワークショップ形式で話し合
いを⾏います。どなたでも参加いただけます。
■⽇時：２⽉２８⽇(⼟)

1０:00〜1１:30

⽯巻⼤橋

■場所：不動町集会所

旧北上川

（⽯巻市不動町2丁⽬13）
※ 電話での事前登録（お名前・連絡先など）が
必要となります。定員４０名ですが、申し込み
多数の場合は、複数回開催します。

不動町集会所

【申込み・問合せ先】
申

込

先：国⼟交通省
TEL

北上川下流河川事務所

0225－94－9847

申込み時間：９：００〜１７：００（⼟⽇・祝⽇除く）
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３/８(⽇)
10:00開催
第１回市⺠部会（Ｈ２６年８⽉３０⽇）

第１回市⺠部会（９⽉２０⽇）の様⼦

『 湊まちの安らぎの水辺空間』
旧北上川かわまちづくり

第２回「市⺠部会（川⼝・湊地区）」
〜かわ湊の会〜
旧北上川河⼝の堤防・護岸整備にあたり、復興まちづくりと連携した⽔辺デサ
インについて、第２回の市⺠部会を開催します。
第１回市⺠部会で皆様から伺ったご意⾒をもとに「新たな⽔辺空間の施設配
置」を検討した結果について、ワークショップ形式で話し合いを⾏います。どな
たでも参加いただけます。
■⽇ 時：3⽉８⽇(⽇) 1０:00〜1１:30
■場 所：⽯巻市役所 ４階 庁議室
※⾞でご来場の⽅は⽴体駐⾞場５階⼊⼝から庁舎にお⼊りください

※電話での事前登録（お名前・連絡先など）が必要となりま
す。定員４０名ですが、申し込み多数の場合は、複数回開
催します。
【申込み・問合せ先】
申

込 先：国⼟交通省 北上川下流河川事務所
TEL

0225－94－9847

申込み時間：９：００〜１７：００（⼟⽇・祝⽇除く）
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3/8(⽇)
14:00開催

今回の対象範囲

ほか地区の堤防デザイン検討(例)
堤防に休憩できる
東屋や木陰がほしい

川岸に手すり
があった方がよい

ここに階段が
あったらいいな

水上ステージが
あったら楽しそう

旧北上川かわまちづくり
市⺠部会（南浜・⾨脇町２,３丁⽬地区）
旧北上川河⼝の堤防・護岸整備にあたり、復興ま
ちづくりと連携した⽔辺空間のデザインについて、
南浜地区、⾨脇町２丁⽬、３丁⽬地区を対象に市⺠
部会を開催します。
地域の⽅々や河川を利⽤される⽅々により「新た
な⽔辺空間の利活⽤や施設の具体的な配置」などに
ついて、ワークショップ形式で話し合いを⾏います。
どなたでも参加できます。

ほか地区の市⺠部会の様⼦

■⽇

時：３⽉８⽇(⽇) 14:00〜15:30

■場 所：⽯巻市役所 ４階 庁議室
(⽯巻市穀町１４−１)

※⾞でご来場の⽅は⽴体駐⾞場５階⼊⼝から庁舎にお⼊りください

※電話での事前登録（お名前・連絡先など）が必要
となります。定員（４０名）ですが、申し込み多数
の場合は複数回開催します。

【申込み・問合せ先】
申

込 先：国⼟交通省 北上川下流河川事務所
TEL

0225－94－9847

申込み時間：９：００〜１７：００（⼟⽇・祝⽇除く）
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旧北上川かわまちづくり
市⺠部会 開催状況

旧北上川河⼝部では、新たな堤防
整備にあたり⼈々が憩える新たな空
間の創出に向け『旧北上川かわまち
づくり検討会』で堤防整備の基本的
な考え⽅、各拠点の整備⽅針の⽅向
性をまとめるなど、まちづくりや景
観への配慮などについて検討を進め
ています。
河⼝部沿川各地で市⺠部会を開催
し、地域および河川を利⽤される皆
さんからご意⾒を伺っています。

住吉・⼤橋地区

『住吉⼤橋開拓チルドレン』

●第１回
平成26年8⽉30⽇（⼟）
14時00分〜16時30分
⽯巻中央公⺠館 住吉分館
５班 41名
（うち⼩学⽣12名）

中央・⾨脇町⼀丁⽬地区
●第１回

●第２回
平成27年1⽉31⽇（⼟）
14時00分〜15時30分
⽯巻中央公⺠館 住吉分館
５班 26名
（うち⼩学⽣6名）

『中央・⾨脇 川と未来の会』

平成26年9⽉17⽇（⽔）
18時30分〜20時30分
みやぎ⽣協 ⽂化会館
５班 38名

●第２回
平成27年2⽉4⽇（⽔）
18時30分〜20時00分
みやぎ⽣協 ⽂化会館
4班 17名

（うち⼩学⽣1名）

川⼝・湊地区

井内・藤巻地区

『かわ湊の会』

『かっぱの会』

平成26年9⽉20⽇（⼟）
14時00分〜16時00分
総合福祉会館 みなと荘
４班 24名（うち⼩学⽣5名）

平成26年9⽉28⽇（⽇）
18時30分〜20時30分
井内会館 （地区集会所）
５班 30名（うち⼩学⽣3名）

不動・⼋幡地区
『私、船（わたしぶね）の会』
平成26年10⽉4⽇（⼟）
14時00分〜16時00分
総合福祉会館 みなと荘
４班

24名（うち⼩学⽣6名）
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