記者発表資料
令和２ 年

１２月１０日

扱い：配布を以て解禁

第２０回 関川流域委員会開催のお知らせ
～保倉川放水路（計画中）の概略ルート案（提案）を審議～
保倉川放水路（計画中）については、平成３１年１月に 幅約１ｋｍの概略ルート帯を
沿線住民の方々にお示しし、その後、さらにルートを絞り込むために現地調査を地域の
みなさまのご協力を頂きながら実施しているところです。
このたび、そのルート帯から考えられる複数ルート※について、調査から得られた知
見と合わせて比較検討した結果を関川流域委員会に て審議することとしましたので、そ
の開催についてお知らせします。
※

第２０回

ルート幅は、放水路幅や位置について精査中であるため余裕を考慮した約２００ｍで表記

関川流域委員会

１．開催内容
（１） 開催日時：
（２） 開催場所：
（３） 議事内容：

令和２年１２月２３日（水） １３：３０～１５：００
上越市市民プラザ ２階 第 1 会議室 （上越市土橋 1914-3）
別紙１のとおり

２．留意事項
（１）撮影は、会議冒頭の挨拶までとします。
（２）一般傍聴席もご 利用できますが、傍聴者多数の場合、ご遠慮願う場合があ
ります。
（３）今般の情勢を鑑み、検温・記帳・マスク着用でお願いします。
（４）お問い合わせは、下記の高田河川国道事務所 担当までお願いします。
【保倉川放水 路につい て （主な経緯 ）】
・H21.3「関川水系 河 川整備計画」 を策定し 保倉川放水路 計画を位 置付ける
・H27.5 第 18 回関川流 域委員会に お いて、関 川・保倉川治 水対策検 討部 会を設立 し、
「関川水系河 川整備計 画」 の再点検 に着手。
・H29.7 第 19 回関川流 域委員会に お いて、関 川・保倉川治 水対策検 討部会（4 回に渡 り
開催）の再点 検により 妥当とされた 「放水路 案」が支持さ れる

（報道関係者の方へ）
本委員会は公開で行いますが、新型コロナウイルス感染 拡大防止のため席数に限り
がありますので、事前登録制 とさせていただきます。
詳細は別紙２をご確認ください。
【配布先】
上越記者クラブ

【問い合わせ先】
北陸 地方整備局 高 田河川国道事 務所
副 所長（河 川） 森田 賢治
調査第 一課長 宮本 憲治
電話０２５－５２３－３１３６（代表）
FAX ０ ２ ５ － ５ ２ ２ － ３ ８ ６ ６

別紙 1

第２０回
日

時：令和 2 年 12 月 23 日（水）13:30～15:00

場

所：上越市市民プラザ ２階

議
開

関川流域委員会

事

次

第

会
１．挨拶

高田河川国道事務所長
関川流域委員会委員長

２． 議事
（１）関川流域委員会規約改正について
（２）これまでの経緯・取り組みについて
（３）概略ルート案について
（４）今後の進め方（案）について
（５）その他

閉

会

第１会議室

別紙２

第２０回 関川流域委員会の開催について
（報道関係者の方へ）
標記委員会について下記のとおり開催しますので、お知らせいたします。

記

１．

委員会の公開
・本委員会は公開 とな りますが 、新型コ ロナ ウイルス感染 拡大防止 のため 傍聴席 数に限
りがあります ので、 事 前 登録制 とさせていた だきます。
登録する際は 、事 前 登録 書 を記入の上、12 月 22 日（火）12 時まで に FAX または メー
ルにて送付を お願いい たします。（ 事前登録 多数の場合は 、隣室の 第 2 会議室で の傍
聴をご案内い たします 。）

２．

受付
・受付日時 12 月 23 日（水）13 時 00 分～13 時 30 分まで
・受付場所 上越市市 民プラザ ２ 階 第１会 議室前（上越 市土橋 1914-3）
・当日、受付 にて必要 事項を記入及 び検温の 後、係員の指 示により 会場へ入場を お願
いします。

３．

注意事項
以下の注意事 項をご確 認いただき、 その遵守 へのご協力を お願いし ます。
・37.5 度以上 の発熱、 咳など風邪の 症状があ る場合は会場 への入場 をお断りしま す。
・マスクの着 用をお願 いします。
・事務所の指 定した場 所以外での撮 影、取材 はご遠慮くだ さい。
・進行の妨げ とならな いよう、議事 に入って からの撮影は ご遠慮く ださい。
・新型コロナ ウイルス 感染拡大防止 のため席 数に限りがあ りますの で、撮影後、 隣室
(第 2 会議室)傍聴席に 移動していた だく可能 性があります 。
・報道関係者 におかれ まして、 撮影 のみの方 は撮影後ご退 室をお願 いします。
・傍聴席での PC 等の使 用は、議事や 他の傍聴 者の迷惑にな らない限 り可能です。
・取材に必要 となる電 源は、各社（ 各自）に てご用意くだ さい。
・携帯電話等 は、マナ ーモードにす るか、電 源をお切りく ださい。
・会場では、 着席のう え、静粛に傍 聴してく ださい。
・会場での飲 食及び喫 煙はご遠慮く ださい。
・事故防止の 観点から 、取材に当た っては節 度ある行動を お願いい たします。
・手荷物・貴 重品等の 管理は各自に てお願 い いたします。
・円滑な進行 のため、 係員の誘導、 指示に従 ってください 。

※送付票は不要です。
FAX 番号 ０２５－５２２－３８６６
高田河川国道事務所 調査第一課 宮本・丸山 行き
または
メールアドレス takada-river@hrr.mlit.go.jp

登録書

第２０回 関川流域委員会
事前登録書
標記について、取材を希望される報道機関は、以下に必要事項を記入の上、FAX またはメ
ールの送付をお願いします。
FAX・メール送付期限

１．会

社

：

１２月２２日（火）１２時まで

名

２．ご 氏 名
（代表者のみ）

３．連

４．人

絡

先

数

TEL

（代表者を含む）

５．テレビカメラの有無

有

人

無

「有」を選択した場合
台

