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平成３０年

４月２７日

国土交通省 東北地方整備局
岩手河川国道事務所
北上川下流河川事務所

「北上川水系河川整備計画」
（大臣管理区間）
【変更素案】に対する
意見募集の実施について
平成 24 年 11 月に策定した「北上川水系河川整備計画（大臣管理区間）
」について、新たに盛岡
市を含む北上川上流域の安全度向上のための取り組みを位置付けた「北上川水系河川整備計画（大
臣管理区間）
【変更素案】
」を作成し、関係する住民の皆様から広くご意見を募集することとしまし
たのでお知らせいたします。

「北上川水系河川整備計画（大臣管理区間）
【変更素案】
」は東北地方整備局 岩手河川国道事務所
のホームページに掲載しています。また、別紙１に記載した場所で閲覧することができます。
岩手河川国道事務所ホームページ／北上川水系河川整備計画
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/kawa/seibi_keikaku/boshu2018.html

○意見の募集の実施について
別紙１：
「北上川水系河川整備計画（大臣管理区間）
【変更素案】に対する意見募集について」および
別紙２：
「北上川水系河川整備計画（大臣管理区間）
【変更素案】に対する意見を伺う会について」を参照

＜発表記者会＞
岩手県政記者クラブ、宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会、
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】
TEL ０１９－６２４－３１３１（代表）
ほ り い

かずやす

副所長（河川） 堀井

一保

み う ら

としあき

調査第一課長

三浦 俊 明

（内線２０４）
（内線３５１）

≪別紙 1≫

「北上川水系河川整備計画（大臣管理区間）【変更素案】」
に対する意見募集について
平成３０年４月２７日
近年、全国各地で短時間の豪雨による災害が頻発しており、北上川においても、平成２５年
８月と９月に、北上川上流域の四十四田ダムと御所ダムにおいて、計画を上回る洪水流量を記
録しました。北上川上流域は、人口・資産が特に集積している盛岡市中心部を抱え、ダム等の
治水施設の能力を超える豪雨が発生した場合、その被害は甚大です。
このため、平成２４年１１月に策定した「北上川水系河川整備計画（大臣管理区間）」につ
いて、新たに上流部の安全度向上のための取り組みを位置付けた「北上川水系河川整備計画（大
臣管理区間）
【変更素案】
」を作成しましたので、関係する住民の皆様から、広くご意見を募集
します。
なお、東北地方整備局では、皆様からいただいたご意見を十分に検討したうえで、「北上川
水系河川整備計画（大臣管理区間）
【変更原案】
」を作成させていただきます。

意見募集要領
１． 意見募集の対象
「北上川水系河川整備計画（大臣管理区間）
【変更素案】
」
２． 意見募集期間
平成３０年５月１日（火）～平成３０年５月３０日（水）１７：００必着
（郵送の場合は当日消印有効）

３． 提出方法
ご意見は、別添意見提出様式にご記入いただくか、下記①から⑤をご記入いただいた
ものを意見箱、郵送、インターネット、ファクシミリのいずれかの方法で、下記４．ま
でご提出ください。
①

氏名（企業・団体としての意見提出の場合は、企業・団体名、代表者名並びに担
当部署名及び担当者名）

② 住所（都道府県・市区町村）
③ 電話番号又はメールアドレス
④ 年代（２０歳未満、２０代、３０代、４０代、５０代、６０歳以上）
（企業・団体
の場合は不要）

⑤ 意見
・「北上川水系河川整備計画（変更素案）【大臣管理区間】
」の該当箇所（章、頁）
をご記入の上、ご意見をご記入ください。

４． 提出先
○

意見箱の場合

「３．提出方法の①～⑤」をご記入の上、閲覧場所に設置してある意見箱に投函くだ
さい。なお、閲覧場所には意見記入用紙を備え付けております。
○

ご郵送の場合

「３．提出方法の①～⑤」をご記入の上、下記宛先にご郵送ください。
〒020-0066 盛岡市上田四丁目 2-2 「岩手河川国道事務所 調査第一課」 宛
○

インターネットの場合

「３．提出方法の①～⑤」を下記 URL のフォームにご記入の上、お送りください。
《ホームページアドレス》
http://ankeeto.thr.mlit.go.jp/main/quest.exe?no=1910501634
※「インターネット」については、現在入力フォームの準備を行っておりますので、
準備が完了次第、ホームページでお知らせします。
○

ファクシミリの場合

「３．提出方法の①～⑤」をご記入の上、下記ＦＡＸ番号までお送りください。
《ＦＡＸ番号》
019-626-2770（河川整備計画担当

宛）

５． 注意事項
①

日本語でご記入ください。

②

いただいたご意見とともに、属性（都道府県、市区町村、年代）を公表する場合
があります。

③

電話でのご意見は受け付けておりません。

④

ご意見に対して、個別にお答えすることはできません。

⑤

期限までに到着しなかったものは無効とします。なお、上記意見の提出方法に沿
わない形で提出されたもの及び下記のいずれかに該当する内容については無効と
する場合があります。
・個人や特定の企業・団体を誹謗中傷するような内容
・個人や特定の企業・団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
・個人や特定の企業・団体の著作権を侵害する内容
・法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容
・営業活動等営利を目的とした内容

６． 資料の入手方法等
①

インターネットからの資料入手

国土交通省東北地方整備局岩手河川国道事務所ホームページの「北上川水系河川
整備計画」をご覧ください。
http://www.thr.mlit.go.jp/iwate/kawa/seibi_keikaku/boshu2018.html
②

資料の閲覧の場所および意見箱の設置の場所

「北上川水系河川整備計画（変更素案）に関する資料」は、5 月 1 日（火） より、
下記箇所の閲覧場所に設置しております。
（資料閲覧時間：土日祝日を除く 8:30～17:15）
北上川⽔系内の関 係市 町村
北上川⽔系内の関
名
称
電話番号
名
称
盛岡市役所
019-651-4111 栗原市役所
滝沢市役所
019-684-2111 ⼤崎市役所
花巻市役所
0198-24-2111 涌⾕町役場
北上市役所
0197-64-2111 美⾥町役場
⼀関市役所
0191-21-2111
⼋幡平市役所
0195-74-2111
岩
⼿
奥州市役所
0197-24-2111
名
称
⾦ヶ崎町役場
0197-42-2111 岩⼿県庁
平泉町役場
0191-46-2111 盛岡広域振興局
遠野市役所
0198-62-2111 県南広域振興局
岩⼿町役場
0195-62-2111
⽮⼱町役場
019-697-2111
宮
城
紫波町役場
019-672-2111
名
称
雫⽯町役場
019-692-2111 宮城県庁
⻄和賀町役場
0197-82-2111 北部⼟⽊事務所
登⽶市役所
0220-22-2111 東部⼟⽊事務所
⽯巻市役所
0225-95-1111 東部⼟⽊事務所登⽶地域事務所

係市 町村
電話番号
0228-22-1122
0229-23-2111
0229-43-2111
0229-33-2111
県
電話番号
019-651-3111
019-629-6670
0197-22-2812
県
電話番号
022-211-2111
0229-91-0701
0225-95-1411
0220-22-2763

東 北 地 ⽅ 整 備 局
名
称
電話番号
岩⼿河川国道事務所
019-624-3166
盛岡出張所
019-636-0368
⽔沢出張所
0197-24-4173
⼀関出張所
0191-23-2435
⼀関遊⽔地⽤地出張所
0191-26-4584
北上川下流河川事務所
0225-95-0194
⼤崎出張所
0229-22-0336
飯野川出張所
0225-62-3102
⽶⾕出張所
0220-42-2211
涌⾕出張所
0229-43-3218
北上川ダム統合管理事務所
019-643-7831
御所ダム（管理第三課）
019-689-2216
⽥瀬ダム管理⽀所
0198-44-5211
湯⽥ダム管理⽀所
0197-74-2011
胆沢ダム管理⽀所
0197-49-2981
鳴⼦ダム管理所
0229-82-2341

７． 応募手続等に関する問い合わせ先
受付時間：土日祝日を除く 8:30～17:15 国土交通省東北地方整備局
岩手河川国道事務所
〒020-0066 盛岡市上田四丁目 2-2
TEL 019-624-3166（調査第一課直通）

（意見提出様式）

「北上川水系河川整備計画（大臣管理区間）【変更素案】」に対する意見
① 氏名
（都道府県名）

② 住所

（市区町村名）

③電話番号又はﾒｰﾙｱ
ﾄﾞﾚｽ
20 歳未満、 20 代、 30 代、 40 代、 50 代、 60 代以上

④ 年代
意見該当箇所
章

頁

⑤ ご意見
（意見ごとにできるだけ２００字以内で記載してください。
）

※頂いた意見とともに、属性（都道府県、市町村、年代）を公表する場合があります。
※ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
※氏名等の個人情報は河川整備計画変更以外の目的に使用することはありません。

≪別紙２≫

「北上川水系河川整備計画（大臣管理区間）【変更素案】」に対する
意見を伺う会の開催について
このたび、北上川水系河川整備計画（大臣管理区間）【変更素案】を作成しましたので、皆
様から意見を頂く ため、以下のとおり「意見を伺う会」を開催します。

意見を伺う会の開催概要
《1 回目》
開催日時：平成３０年５月１５日（火） １８時～２０時
開催場所：盛岡市民文化ホール 第２会議室
所 在 地：盛岡市盛岡駅西通 2-9-1
《2 回目》
開催日時：平成３０年５月２１日（月）
開催場所：松園地区公民館ホール
所 在 地：盛岡市東松園二丁目 5-3

みなさまの貴重なご意見をお聴かせ下さい。

１８時～２０時

（参考）北上川水系河川整備計画の変更について






近年、平成27年の関東・東北豪雨や平成28年の台風10号など、東北地方において甚大な洪水被害が発生。
北上川においても、平成２５年の河川整備計画策定以降、平成２５年に北上川上流域で短時間の豪雨が発生。
この豪雨により、四十四田ダム、御所ダムでは、計画を上回る洪水流入量を記録。御所ダムでは、ほぼ満杯まで洪
水を貯留し、下流盛岡市街地の被害を防いだ。
四十四田ダムや御所ダムにおいて、ダムの調節能力を上回る洪水が発生した場合、岩手県の政治・経済の中枢を
担う盛岡市街地部の被害は甚大。
このため、盛岡市街地を含む北上川上流部の安全度向上を目指して、北上川の河川整備内容を定めている「北上
川水系河川整備計画」を見直し、新たに「四十四田ダムと御所ダムの洪水調節機能向上」等を計画に位置付け。

「北上川水系河川整備計画」主な変更内容項目案
○四十四田ダムと御所ダムの洪水調節機能向上
・四十四田ダムの貯水容量増大
・御所ダムの運用改善等
○ダム放流の制約となっている下流のボトルネック対策
○危機管理等への対応
・H27関東・東北豪雨を踏まえた対応
・「水防災意識再構築ビジョン」の取り組み
・気候変動への対応
等

岩手山

北上川

明治橋▲

四十四田ダム

四十四田ダム下流に広がる盛岡市街地

（参考）北上川上流における近年の洪水状況

御所ダム洪水調節状況 H25.8洪水
（流木の捕捉状況）
明治橋（盛岡市）H25.8洪水

舘坂橋下流（盛岡市）H25.9洪水

国道4号冠水状況（紫波町） H25.8洪水

四十四田ダム洪水調節状況 H25.9洪水（流木の捕捉状況）

