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第２３回 関川流域委員会を開催します
～関川の河川整備についてご意見をいただきます～

高田河川国道事務所では、平成２１年３月に関川水系河川整備計画を策
定し事業進捗を図っているところです。 この度、河川整備計画策定後の社
会情勢の変化や地域の意向、事業の進捗状況等を踏まえた河川整備計画
の点検を行い、その結果について学識経験者等からご意見を伺い、あわせ
て、河川改修事業の再評価についてご審議頂くため、「第２３回関川流域委
員会」を開催しますのでお知らせします。
第２３回 関川流域委員会
１．開催内容
（１） 開催日時： 令和４年１１月２５日（金） 14:00～16:00
（２） 開催場所： 新潟県立武道館（謙信公武道館） 研修室
（上越市大字戸野目古新田３７５番地）
（３） 議事内容： 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、
ご遠慮いただく場合があります。
（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。

（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。

お問い合わせ先
国土交通省 北陸地方整備局 高田河川国道事務所
副所長（河川）吉田
〒943-0847 上越市南新町３番56号
電話 025-523-3136（代表） FAX 025-522-3866
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１．開会
２．挨拶
３．出席者の紹介
４．議事
（１） 前回委員会での指摘事項
（２） 前回委員会からの進捗状況等
（３） 関川水系河川整備計画の点検
（４） 関川直轄河川改修事業の再評価
（５） 前回事業評価における資料の修正
（６） 気候変 動を踏 ま えた関川水 系河川整備基本方針見直しの
動きについて
※議事については現時点での予定です
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第２３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、１１ 月２４日（木 ）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、
隣室の会議室 での傍聴 をご案内いた します。 ）
２． 受付
・受付日時
・受付場所

１１月２ ５日（金）13 時 30 分 ～14 時 00 分 まで
新潟県立 武道館（謙信 公武道館 ）研修室前
（上越市大字戸野目古新田３７５番地）
・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 (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 で撮影の 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 願いしま す。
・手荷物・貴 重品等の 管理は各自に てお願い 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 。

登録書
※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 戸田・丸山 行き
または
メールアドレス takada-river@hrr.mlit.go.jp

第２３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
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