
令和４年１０月２０日
高 瀬 川 河 川 事 務 所

高瀬川の直轄管理５０年を迎えました
～「高瀬川流域治水シンポジウム」を開催～

昭和４７年に高瀬川が直轄管理となり今年で５０年となります。小川原湖周辺
の自然環境や生業及びこれまでの事業の歩みを振り返るとともに、近年全国的に
発生している大規模な豪雨災害を踏まえ、流域のあらゆる関係者が協働して流域
全体で行う「流域治水」への転換を進める為に、地域の方々と今後の「流域治水」
を考えるシンポジウムを開催します。

【１．高瀬川流域治水シンポジウム】
概要は次のとおりです。（詳細は別添のチラシをご覧下さい）
①日時 令和４年１１月７日（月）１３時３０分～１６時３０分（開場13:00）
②場所 東北町コミュニティセンター未来館

青森県上北郡東北町字塔ノ沢山 1-94
③概要 基調講演 気象予報士 奈良岡 希実子 氏

パネルディスカッション
テーマ：気候変動を踏まえた高瀬川流域治水の実践に向けて

④その他
・取材をご希望される報道機関の方は、別紙様式により事前登録をお願いします。
・会場での聴講は、事前申し込みが必要です（チラシ裏面）

申し込み先：高瀬川河川事務所（委託：RAB サービス）
FAX：0178-45-9670、E-mail：takasegawa@rab-service.co.jp

・当日Youtubeで聴講いただけます。WEB聴講は事前申し込みの必要はありません。
WEBサイトURL：https://www.youtube.com/watch?v=SuaVtV2wdkk

・新型コロナウィルス感染拡大防止の為、入場の人数制限を設けています。

【２．50周年記念ホームページ開設】
高瀬川直轄管理５０年記念の一環として、50周年記念ホームページを開設します。

WEBサイトURL： https://www.thr.mlit.go.jp/takase/takasegawa50th/index.html

【３．マイ・タイムライン講習会】
高瀬川直轄管理５０年記念の一環として、マイ・タイムライン講習会を開催します。
詳細は、後日記者発表（投込み）します。
①日時 令和４年１１月６日（日）午後
②場所 東北町コミュニティセンター未来館

発表記者会：八戸市政記者クラブ、八戸市地方紙等資料提供社、三沢記者会

問 い 合 わ せ 先
国土交通省 東北地方整備局 高瀬川河川事務所

副所長（技術） 大平 知秀（内線２０４）
おおだいら ともひで

調 査 課 長 田嶋 仁 （内線３５１）
た し ま ひとし

電話０１７８－２８－７１３５（代表）



ＦＡＸ番号：０１７８－２０－４７３８ 高瀬川河川事務所 調査課 行き

メールアドレス：thr-takasegawa01@mlit.go.jp
※送信票は不要です。

※送信後、お手数ですが、着信確認の連絡をお願いします。

連絡先：高瀬川河川事務所 調査課

ＴＥＬ０１７８－２８－８９４４

高瀬川流域治水シンポジウム

取材申込書

取材を希望される報道機関は、以下の項目に必要事項を記入のうえ、事前に FAX 又は
メールにて申し込み願います。

申込み締切は、令和４年１１月１日（火）（１６時）です。

２．取材者等

ふりがな

氏名

ご所属（会社名）

ご連絡先（TEL）

取材人数

その他

【新型コロナウィルス感染拡大防止に関する留意事項】
・咳などの風邪症状、発熱等、体調不良のある方は参加をご遠慮ください。
・取材の際はマスク着用など、取材される方ご自身で感染予防対策をお願いいたします。
・会場にアルコール消毒液を設置します。（ご利用ください）



高瀬川流域治水シンポジウム
高瀬川直轄管理50年の歩みと流域治水の実践

「高瀬川流域治水シンポジウム」は、
（一社）東北地域づくり協会　みちのく国づくり支援事業の助成を受けています。

東北町コミュニティセンター未来館

会場での聴講は事前申し込みが
必要です。（裏面）

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため、入場の人数制限を設けています。

13：30～16：30（開場 13:00）

〒039-2654  青森県上北郡東北町字塔ノ沢山１-94  TEL.0176-56-4779

・東北町立甲地小学校での環境学習の取り組み：教諭　西田 早苗 氏

・高瀬川直轄管理50年の歩み：高瀬川河川事務所長　齋藤 茂則 氏

・基調講演：気象予報士　奈良岡 希実子 氏

・流域治水の事例紹介：
　　国土交通省 東北地方整備局 河川部長　板屋 英治 氏

【共催】高瀬川流域治水協議会、高瀬川流域改修促進期成同盟会　　【後援】一般社団法人東北地域づくり協会

【お問い合わせ】高瀬川河川事務所  調査課　   受付時間  8:30～ 17:15（土日祝除く） 　TEL 0178-28-8944

　高瀬川直轄管理となり令和４年で50
年となります。小川原湖周辺の自然環境
や小川原湖における生業及びこれまでの
小川原湖を取り巻く事業の歩みを振り返
るとともに、近年全国的に発生している
大規模な自然災害や気候変動を踏まえ、
河川の流域のあらゆる関係者が協働して
流域全体で行う治水対策、「流域治水」
へ転換を進めることが必要です。地域の
みなさんを交えて防災を考えるシンポジ
ウムを開催します。

テーマ 気候変動を踏まえた高瀬川流域治水の実践に向けて

日時
聴講

会場

令和４年11月７日（月）
Youtube リアルタイム配信

［第1部］ 高瀬川直轄管理50年

［第2部］ 流域治水シンポジウム

パネルディスカッション

コーディネーター：八戸工業大学名誉教授　佐々木 幹夫 氏
パ ネ リ ス ト：国土交通省 東北地方整備局 河川部長　板屋 英治 氏
　　　　　　　　 ＮＰＯ法人 青森県防災士会 上北支部長　芋田 廣治 氏
　　　　　　　　 七戸町長　小又 勉 氏　　
　　　　　　　　 東北町長　長久保 耕治 氏
　　　　　　　　 気象予報士　奈良岡 希実子 氏
　　　　　　　　 青森県県土整備部長　宮本 健也 氏　　
　　　　　　　　 
　　　　　　　　 
　　　　　　　　 

奈良岡 希実子 氏

（五十音順）
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高瀬川流域治水シンポジウム

パネルディスカッション

テーマ 気候変動を踏まえた高瀬川流域治水の実践に向けて

休憩：10分

プログラム

13：30
～14：10

14：10
～14：55

15：05
～16：30

高瀬川直轄管理50年の歩みと流域治水の実践

事前参加申込書 ※必要事項をご記入の上、FAX または E-mail でお申し込みください。

氏　名

住　所

所　属
（勤務先）

継続
学習
制度

県　　　　　　　　　　　　　　市・町・村　　TEL.　　　　　-　　　　　　-

CPD   or    CPDS
※希望する場合に○

※住所は、市町村までご記入ください。
※「個人情報の取扱いについて」ご記入いただいた事項は、シンポジウムの申込受付業務を目的として使用します。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染疑いが生じ
　た場合に、保健所への情報提供に限り使用します。他の目的ではご本人の同意なく第三者に提供を致しません。適切な保護措置を講じ、厳重に管理致します。

聴講申込

高瀬川河川事務所（委託：RABサービス）
FAX  0178-45-9670　
E-mail  takasegawa@rab-service.co.jp
TEL  0178-44-0401　電話受付時間　10：00～17：00（土日祝を除く） 

当日配信用QR

※WEBでの聴講については、申し込み頂く必要はありません。会場での聴講をご希望頂く方は、事前参加申込書の
先着順とさせて頂きます。定員に達した際は高瀬川河川事務所ホームページでご案内すると共に、その後申し込み
頂いた方にはご連絡差し上げます。またWEB聴講ではCPD並びにCPDSは認定されません。

この講習会はCPD並びにCPDS認定講習です（申請中）
※CPDS学習履歴申請希望者は、CPDS技術者証等を持参してください。

【プロフィール】
奈良岡 希実子　（ならおか きみこ）
青森県青森市出身。気象予報士、防災士、
青森市観光大使。
東日本放送、NHK 総合、テレビ東京、日本
テレビ、TBS テレビにて気象キャスターを
務める。現在は、読売テレビ「情報ライブ
ミヤネ屋」木曜日の気象情報を担当。読売
新聞にてコラムを執筆。

・東北町立甲地小学校での環境学習の取り組み
　　　　　　　　　　　　教諭　西田 早苗 氏

・高瀬川直轄管理50年の歩み　
　　　　　　高瀬川河川事務所長　齋藤 茂則 氏

・基調講演　
　　　気象予報士　奈良岡 希実子 氏

・流域治水の事例紹介
　　　国土交通省 東北地方整備局 
　　　　　　　　　　　　　河川部長　板屋 英治 氏

コーディネーター：八戸工業大学名誉教授　佐々木 幹夫氏
パ ネ リ ス ト：○国土交通省 東北地方整備局 河川部長　板屋 英治 氏
　　　　　　　　 ○ＮＰＯ法人 青森県防災士会 上北支部長　芋田 廣治 氏
　　　　　　　　 ○七戸町長　小又 勉 氏　　○東北町長　長久保 耕治 氏
　　　　　　　　 ○気象予報士　奈良岡 希実子 氏　　○青森県県土整備部長　宮本 健也 氏　　
　　　　　　　　 （五十音順）

［第1部］ 高瀬川直轄管理50年

［第2部］ 流域治水シンポジウム

Youtube リアルタイム配信
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