記者発表資料
令和３年

６月１０日

扱い：配布を以て解禁

第１回 保倉川放水路環境調査検討委員会を開催します
保倉川放水路（計画中）については、関係地域の皆様にご意見をいただきなが
ら、昨年度末に開催した第 21 回 関川流域委員会において概略ルートを決定し、
詳細な計画に向けた調査・検討を実施しているところです。
保倉川放水路における環境保全に向けた検討を実施していくにあたり、有識者
の方々から指導・助言を得るため、このたび「保倉川放水路環境調査検討委員会」
を設置し、下記のとおり第１回を開催しますのでお知らせします。

第１回

保倉川放水路環境調査検討委員会

１．開催内容
（１） 開催日時：
（２） 開催場所：
（３） 議事内容：

令和３年６月１５日（火） １５：３０～（２時間程度）
高田河川国道事務所 会議室（上越市南新町 3-56）WEB 併 用 会 議
・放水路整備事業実施における環境影響検討について
・保倉川放水路周辺の環境
・環境影響項目の選定
・環境影響項目の調査手法及び調査結果
・環境影響項目の予測手法
・今後の予定

２．留意事項
（１）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、別室傍聴室でモニターでの傍聴に
なります。傍聴者多数の場合、ご遠慮願う場合があります。
（２）会議室での撮影は議事開始までとし、以降は傍聴室へ移動をお願いします。
（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。
（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）吉田 俊康 （ よ し だ と し や す ）
調査第 一課長 髙橋 恵理 （ た か は し え り ）
電話０２５－５２３－３１３６（代表）
FAX ０ ２ ５ － ５ ２ ２ － ３ ８ ６ ６

別紙

第１回 保倉川放水路環境調査検討委員会
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、6 月 14 日（月）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。

２．

受付
・受付時間：

会議 開 始が 15 時 30 分からで すので、会議室 でのカ メラ撮りを希 望され
る場合は 10 分前までに お越しく ださい。

・受付場所：

高田河 川国道事務所

大会議 室（傍聴室） 入口

・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。
・報道 関係者に おかれ まして、撮影後 は会議 室よりご退室 いただき 、以降は傍聴室（ 大
会議室）での 傍聴をお 願いします。
・傍聴席での PC 等の使 用は、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

登録書

０２５－５２２－３８６６

高田河川国道事務所

調査第一課

髙橋・川上

行き

または
メールアドレス

takada-river@hrr.mlit.go.jp

第１回 保倉川放水路環境調査検討委員会
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

名

２．ご

氏

名

：

６月１４日（月）１２時まで

（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

