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千曲川河川事務所 平成２５年４月３０日

信濃川河川事務所

信濃川下流河川事務所

信濃川水系河川整備計画の策定に向けて
地域の皆様のご意見を募集します

～信濃川水系河川整備計画原案についてご意見をお寄せ下さい～

国土交通省北陸地方整備局では、｢信濃川水系河川整備計画｣策定に

向けた取り組みを進めているところです。

このたび、｢信濃川水系河川整備計画（原案）｣を作成したので、皆

平成２５年５月７日～平成２５年様より広くご意見をいただくため、

６月７日の間、ハガキ・インターネット・ＦＡＸによる意見募集を行

います。

また、長野県内４会場、新潟県内７会場で開催する住民懇談会につ

きましても、あわせてお知らせします。

詳細については、別紙をご覧下さい。

問い合わせ先同時発表

（上流部に関すること）長野市政記者クラブ

千曲川河川事務所長野県庁会見場

副所長（技術） 山田 幸男新潟県政記者クラブ

調査課長 吉田 俊康市政記者クラブ（新潟）

代表 026-227-7611新市政記者クラブ（新潟）

（中流部に関すること）長岡市政記者会

信濃川河川事務所週旬刊記者会（長岡）

副所長（技術） 白井 正己三条市記者室

調査課長 望月 貴文十日町市記者クラブ

代表 0258-32-3020

（下流部に関すること）

信濃川下流河川事務所

副所長（技術） 増田 孝幸

調査設計課長 内藤 和久

代表 025-266-7131
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別紙

｢信濃川水系河川整備計画（原案）｣に対する意見募集について

平成２５年４月３０日発表

国土交通省北陸地方整備局では、信濃川水系（大臣管理区間）の①洪水、高潮等による

災害の発生の防止②河川の適正利用と流水の正常な機能の維持③河川環境の整備と保全に

関する現状の課題を解決するための対策をとりまとめ、概ね３０年で取り組む具体の内容

を示す［信濃川水系河川整備計画］の策定作業を進めています。

「信濃川水系河川整備計画（原案 」を作成したので、皆様から広く意見を頂くため、）

以下の意見募集要領によりご意見を募集するとともに住民懇談会を開催します。

なお、北陸地方整備局ではいただいたご意見を十分に検討したうえで 「信濃川水系河、

川整備計画（案 」を作成させていただきます。）

意見募集要領

１．意見募集対象

｢信濃川水系河川整備計画（原案 」）

２．意見募集期間

平成２５年５月７日（火）～平成２５年６月７日（金）

（郵送の場合は当日消印まで有効）

３．応募方法

ご意見は、下記①から③をご記入いただいたものを郵送、インターネット、

ＦＡＸのいずれかの方法で、下記４．までご応募ください。

①年齢 （１０代、２０代、３０代、４０代、５０代、６０代、７０歳以上）

②お住まい地域（都道府県・市区町村）

③ご意見

「信濃川水系河川整備計画（原案 」のご意見をご応募の際は、該当する頁・）

章・節・項を記載頂き、その上でご意見について記載してください。

※記入例

（原案の該当箇所）

○頁○章○節○項 安全なかわづくりにあたっては・・・・・・するべき

○頁○章○節○項 川の水質について・・・・・・と思う

○頁○章○節○項 動植物の保全について・・・・・・するべき

○頁○章○節○項 ・・・・についての意見は・・・・・・である

４．応募先

○ハガキの場合

「信濃川水系河川整備計画（原案）に関する意見募集パンフレット」付属の専用

参考資料参ハガキに、３．応募方法の①～③をご記入の上、投函して下さい （。

。パンフレットは、５月７日より、下記「６．信濃川水系河川整備計画原案照）

の閲覧場所」に設置してあるほか、沿川の市(区)役所、町村役場に設置しており

ます。なお、官製ハガキを使用する場合は、上記事項を記入の上、下記宛先に郵

送して下さい。
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《宛先》

〒９４０－８７９０

日本郵便株式会社 長岡郵便局 私書箱第７０号

信濃川水系河川整備計画ご意見係行

○インターネットの場合

「３．応募方法の①～③」を下記URLのフォームにご記入の上、お送りくださ

い。

原案の該当箇所（頁・章・節・項）をご記入の上、ご意見をご記入ください。

《ホームページアドレス》

http://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/shinano-plan/iken/

○ＦＡＸの場合

「３．応募方法の①～③」をご記入の上、下記FAX番号までお送りください。

原案の該当箇所（頁・章・節・項）をご記入の上、ご意見をご記入ください。

《ＦＡＸ番号（フリーダイヤル 》）

０１２０－１０８２５６

（信濃川水系河川整備計画ご意見係 宛）

５．注意事項

①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。

②意見の応募は平成２５年６月７日（金）必着とし、期限までに到着しなか

ったものは無効とします。

③その他、応募に必要な事項の全てが含まれていない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

国土交通省北陸地方整備局信濃川下流河川事務所ホームページの「信濃川水

系河川整備計画」をご覧下さい。

http://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/shinano-plan/plan/

②資料の入手等の場所

「信濃川水系河川整備計画（原案）に関する意見募集パンフレット」は、５

、 、 （ ） 、月７日より 下記箇所の閲覧場所に設置してあるほか 沿川の市 区 役所

町村役場に設置しております （閲覧時間：土日祝日を除く８：３０～１７。

：１５）
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＜応募手続等に関する問い合わせ＞

受付時間：土日祝日を除く８：３０～１７：１５

国土交通省北陸地方整備局

○河川部河川計画課

〒950-8801

新潟市中央区美咲町1-1-1 新潟美咲合同庁舎1号館

TEL：025-280-8958（河川計画課直通）

○千曲川河川事務所

〒380-0903

長野市鶴賀字峰村74番地

TEL：026-227-9434（調査課直通）

○信濃川河川事務所

〒940-0098

長岡市信濃1-5-30

TEL：025-32-3243（調査課直通）

○信濃川下流河川事務所

〒951-8153

新潟市中央区文京町14-13

TEL：025-266-7319（調査設計課直通）

閲 覧 場 所 所  在  地 電 話 番 号
 千曲川河川事務所  長野市鶴賀字峰村74番地 026-227-9434
     長野出張所  長野市松岡2丁目1番26号 026-221-4882
　 戸倉出張所  千曲市大字戸倉字芝宮2222 026-275-0133
　 中野出張所  中野市大字西条字吉原562 0269-22-2729
　 松本出張所  松本市島内1666番1126 0263-47-2199
 信濃川河川事務所  長岡市信濃1丁目5番30号 0258-32-3243
　 大河津出張所  燕市大川津 0256-97-2121
　 長岡出張所  長岡市信濃2丁目10番25号 0258-32-4426
　 越路出張所  長岡市来迎寺甲2036 0258-92-2158
　 十日町出張所  十日町市下川原町16番地 025-752-2180
　 堀之内出張所  魚沼市与五郎新田4-1 025-794-2064
　 妙見堰管理支所  長岡市妙見町29番地 0258-23-1636
 信濃川下流河川事務所  新潟市中央区文京町14-13 025-266-7319
　 三条出張所  三条市北入蔵1-4-23 0256-38-6767
　 関屋出張所  新潟市西区関屋1827-39 025-267-6857
 大町ダム管理所  大町市平字ナロヲ大クボ2112-71 0261-22-4511
 三国川ダム管理所  南魚沼市清水瀬686-59 025-774-3015
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住民懇談会の開催について

皆様から広くご意見をお聴きするため、以下の会場で住民懇談会

を開催します。

・事前の申込みは不要です。

・各会場とも５０席程度の席をご用意しておりますが、来場者多数の場合は入場制限

を行う場合がありますので、予めご了承願います。

《上流に関する住民懇談会（千曲川河川事務所及び大町ダム管理所管理区間 》）

○松本会場 ・５月２１日（火）１８：３０～

・あずさ会館 大会議室（松本市大字島内１６６６-７７７）

○上田会場 ・５月２２日（水）１８：３０～

・中央公民館 第１会議室（上田市材木町１-２-３）

○長野会場 ・５月２３日（木）１８：３０～

・長野県教育会館 ５階中会議室（長野市旭町１０９８）

○飯山会場 ・５月２４日（金）１８：３０～

・飯山市公民館 ２０６教室（飯山市大字飯山１４３６-１）

《中流に関する住民懇談会(信濃川河川事務所及び三国川ダム管理所管理区間)》

○長岡会場 ・５月２０日（月）１８：３０～

・まちなかキャンパス ３０１会議室（長岡市大手通２-６）

○十日町会場・５月２１日（火）１８：３０～

・クロス１０ ３階レセプションホール（十日町市本町６）

○小千谷会場・５月２２日（水）１８：３０～

・総合産業会館サンプラザ ３階大ホール（小千谷市城内１-８-２５）

○魚沼会場 ・５月２３日（木）１８：３０～

・小出郷福祉センター 第一研修室（魚沼市井口新田２６７）

○燕会場 ・５月２４日（金）１８：３０～

・信濃川河川事務所大河津出張所 １階会議室（燕市大川津）

《下流に関する住民懇談会(信濃川下流河川事務所管理区間)》

○新潟会場 ・５月１１日（土） ９：３０～

・クロスパルにいがた４階４０３・４０４講座室（新潟市中央区磯町通

3ノ町2086）

○三条会場 ・５月１６日（木）１８：３０～

・燕三条地場産業振興センター別館リサーチコア ６階研修室３・４

（三条市須頃１-１７）
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参考資料
「信濃川水系河川整備計画（原案）に関する意見募集パンフレット」

（表紙） （裏面）

ご意見応募用専用ハガキ部分（切り取って投函して下さい）

（中面）


