
地域の皆様から今後の川づくりについてご意見を募集します

令 和 ４ 年 ２ 月 ２ ５ 日
河 川 部 河 川 計 画 課

北陸地方整備局では、信濃川・千曲川で広域にわたって甚大な被害が発生した令和

元年東日本台風を契機として、信濃川水系河川整備計画（平成26年１月策定）の変更

に向けた検討を進めておりますが、このたび、「信濃川水系河川整備計画変更（原案）」

を作成しましたので、地域の皆様からご意見を伺うため、意見を募集します。

詳細については別紙１をご覧ください。
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～信濃川水系河川整備計画変更（原案）について
ご意見をお寄せください～

【問い合わせ先】

国土交通省 北陸地方整備局

河川部 河川計画課長 後藤 健

電 話 ： 025-280-8958（河川計画課直通）



１． 意見募集対象
「信濃川水系河川整備計画変更（原案）」

２． 意見募集期間
令和4年3月1日（火） ～ 令和4年5月9日（月）
（郵送の場合は当日必着）

３． 応募方法
ご意見については、以下の①～④をご記入いただき、「４．応募先」 のⅠ意見箱、
Ⅱインターネット、Ⅲ郵送・ＦＡＸいずれかの方法でご応募ください。
① お住まいの地域（都道府県、市区町村）
② 年齢（１０代、２０代、３０代、４０代、５０代、６０代、７０歳以上）
③性別（男性、女性、その他、無回答）
④信濃川水系河川整備計画変更（原案）に対するご意見

４． 応募先
Ⅰ 意見箱の場合
閲覧場所に備え付けてある意見記入用紙に「３．応募方法」の①～④を
ご記入の上、意見箱に投函ください。
なお、資料閲覧及び意見箱設置場所一覧は別紙２をご覧ください。

Ⅱ インターネットの場合
「３．応募方法」の①～④を以下のURL フォームにご入力の上、お送り
ください。
《ホームページアドレス》

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

※現在入力フォームの準備中です（３月１日開設予定）

Ⅲ郵送・FAXの場合
閲覧場所に備え付けてある意見記入用紙に「３．応募方法」の①～④を
ご記入の上、以下の宛先に郵送またはFAXをお送りください。
〒９５０-８８０１ 新潟県新潟市中央区美咲町１－１－１

新潟美咲合同庁舎１号館
北陸地方整備局 河川部 河川計画課河川整備計画担当宛
ＦＡＸ番号：０２５-３７０-６７９６（河川整備計画担当宛）

「信濃川水系河川整備計画変更（原案）」に対する意見募集について

別紙１

このたび、信濃川水系河川整備計画変更（原案）を作成しましたので、地域の皆様

からご意見を伺うため、以下の意見募集要領により意見を募集します。

意見募集要領

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


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、年齢、性別）を
公表する場合があります。

② 意見の応募締切は令和４年５月９日（月）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以下の
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
・法律に違反する意見、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ホームページの「信濃川水系河川整備計画」
をご覧ください。
・トップページ

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

・変更原案閲覧ページ
URL：http://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/shinano-plan/plan/index.html

②資料閲覧及び意見箱設置場所
別紙２のとおり。

７． 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 北陸地方整備局 河川部 河川計画課
ＴＥＬ：０２５－２８０－８９５８（河川計画課直通）

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


別紙２

【資料閲覧及び意見箱設置場所 一覧】

庁舎 階数 住所

長野市 長野市役所 第二庁舎 ６階 長野県長野市大字鶴賀緑町1613番地

松本市 松本市役所 本庁舎 ４階 長野県松本市丸の内3番7号

上田市 上田市役所　本庁舎 ３階 長野県上田市大手一丁目11-16

須坂市 須坂市役所 本庁舎 ３階 長野県須坂市大字須坂1528番地1

小諸市 小諸市役所 ２階 長野県小諸市相生町三丁目3番3号

中野市 中野市役所 ３階 長野県中野市三好町一丁目3番19号

大町市 大町市役所 本庁舎 ３階 長野県大町市大町3887番地

飯山市 飯山市役所 ２階 長野県飯山市大字飯山1110-1番地

塩尻市 塩尻市役所 本庁舎 ２階 長野県塩尻市大門七番町3番3号

佐久市 佐久市役所 １階 長野県佐久市中込3056番地

千曲市 千曲市役所 ３階 長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地

東御市 東御市役所別館 ３階 長野県東御市県281番地2

安曇野市 安曇野市役所 ２階 長野県安曇野市豊科6000番地

小海町 小海町役場 １階 長野県南佐久郡小海町大字豊里57番地1

佐久穂町 佐久穂町役場建設課窓口 ２階 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町569番地

川上村 川上村役場 １階 長野県南佐久郡川上村大深山525番地

南牧村 南牧村役場 ２階 長野県南佐久郡南牧村大字海ﾉ口1051番地

南相木村 南相木村役場庁舎 １階 長野県南相木村3525-1

北相木村 北相木村役場 １階 長野県南佐久郡北相木村2744

軽井沢町 軽井沢町役場 １階 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1

御代田町 御代田町役場　 ２階 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口1794番地6

立科町 立科町役場 ２階 長野県北佐久郡立科町大字芦田2532番地

長和町 長和町役場 １階 長野県長和町古町4247-1

青木村 青木村役場 １階 長野県小県郡青木村大字田沢111

麻績村 麻績村役場 １階 長野県東筑摩郡麻績村麻3837番地

生坂村 生坂村役場庁舎 １階 長野県東筑摩郡生坂村5493-2

山形村 山形村役場 １階 長野県東筑摩郡山形村2030-1

朝日村 朝日村役場庁舎 １階 長野県東筑摩郡朝日村古見1555-1

筑北村 筑北村役場 １階 長野県東筑摩郡筑北村西条4195

池田町 池田町役場 １階 長野県北安曇郡池田町大字池田3203-6

松川村 松川村役場 １階 長野県北安曇郡松川村76-5

坂城町 坂城町役場 １階 長野県埴科郡坂城町大字坂城10050番地

小布施町 小布施町役場 １階 長野県上高井郡小布施町大字小布施1491-2

高山村 高山村役場 １階 長野県上高井郡高山村大字高井4972番地

山ノ内町 山ノ内町役場 ３階 長野県下高井郡山ﾉ内町大字平穏3352番地1

木島平村 木島平村役場 １階 長野県下高井郡木島平村往郷914-6

野沢温泉村 野沢温泉村役場 １階 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9817

信濃町 信濃町役場庁舎 １階 長野県上水内郡信濃町大字柏原428-2

飯綱町 飯綱町役場第2庁舎 １階 長野県上水内郡飯綱町大字牟礼2795番地1

小川村 小川村役場 １階 長野県上水内郡小川村大字高府8800-8

栄村 栄村役場 １階 長野県下水内郡栄村大字北信3433

津南町 津南町役場 １階 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊585

十日町市 十日町市役所 ３階 新潟県十日町市千歳町3丁目3

湯沢町 湯沢町役場 ２階 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300

南魚沼市 南魚沼市役所 ３階 新潟県南魚沼市六日町180-1

魚沼市 魚沼市役所 ２階 新潟県魚沼市小出島910

小千谷市 小千谷市役所 ３階 新潟県小千谷市城内2丁目7-5

長岡市 ながおか市民センター １階 新潟県長岡市大手通2丁目2-6

燕市 燕市役所 ２階 新潟県燕市吉田西太田1934

新潟市 新潟市中央区役所 ５階 新潟県新潟市中央区西堀通6番町866番地

新潟市 新潟市北区役所 １階 新潟県新潟市北区東栄町1丁目1番14号

新潟市 新潟市東区役所 １階 新潟県新潟市東区下木戸1丁目4番1号

新潟市 新潟市西区役所 ３階 新潟県新潟市西区寺尾東3丁目14番41号

新潟市 新潟市南区役所 ２階 新潟県新潟市南区白根1235番地

新潟市 新潟市江南区役所 １階 新潟県新潟市江南区泉町3丁目4番5号

新潟市 新潟市秋葉区役所 １階 新潟県新潟市秋葉区程島2009

新潟市 新潟市西蒲区役所 １階 新潟県新潟市西蒲区巻甲2690番地1

三条市 三条市役所 ２階 新潟県三条市旭町2-3-1

三条市 三条市水防学習館 １階 新潟県三条市上須頃167番地1

加茂市 加茂市役所 ２階 新潟県加茂市幸町2-3-5

見附市 見附市役所 １階 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号

五泉市 五泉市役所 １階 新潟県五泉市太田1094番地1

弥彦村 弥彦村役場 ２階 新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地

田上町 田上町役場 ２階 新潟県南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田3070番地

資料閲覧及び意見箱 設置場所
自治体名

機関名 階数 住所

千曲川河川事務所 １階 長野県長野市鶴賀字峰村74

長野出張所 １階 長野県長野市松岡二丁目1番26号

戸倉出張所 １階 長野県千曲市大字戸倉字芝宮2222

中野出張所 １階 長野県中野市大字西条字吉原562

松本出張所 １階 長野県松本市島内1666番1126

千曲川緊急治水対策出張所 １階 長野県飯山市大字飯山2269-2

大町ダム管理所 大町ダム情報館 １階 長野県大町市平2112−71

信濃川河川事務所 １階 新潟県長岡市信濃1-5-30

にとこみえ～る館 １階 新潟県長岡市寺泊野積地先

信濃川大河津資料館 １階 新潟県燕市五千石

長岡出張所 １階 新潟県長岡市信濃2丁目10番25号

越路出張所 ２階 新潟県長岡市来迎寺甲2036

十日町出張所 ２階 新潟県十日町市下川原町16番地

堀之内出張所 ２階 新潟県魚沼市与五郎新田4-1

妙見記念館 １階 新潟県長岡市妙見町29

信濃川下流河川事務所 １階 新潟県新潟市中央区文京町14-13

関屋出張所 １階 新潟県新潟市西区関屋1827-39

関屋分水資料館 １階 新潟県新潟市西区関屋1827-39

三条出張所 １階 新潟県三条市北入蔵1-4-23

国機関
資料閲覧及び意見箱 設置場所

千曲川河川事務所

信濃川下流河川事務所

信濃川河川事務所


