
    
平成２３年３月●●日 
平成 23 年 3 月 4 日 

北陸地方整備局河川部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「クイックアンサールール（別紙１）」により 

申請手続き上のやり取りのサイクルを早めます 
 

業務の見直し（別紙２）により 

内部審査業務のスリム化、効率化を図ります 
 

これらにより 

申請事業の早期着手・早期完成を支援し 

地域の経済循環の促進や地域の豊かな生活の向上に

貢献します 

問い合わせ先 

国土交通省 

北陸地方整備局 河川部 

水政調整官  柄澤利衛（内 3515） 

 水政課長   小野一英（内 3551） 

 水政課長補佐 牧野浩夫（内 3552） 

河川管理課長 野原永吉（内 3751） 

（代表）℡０２５－２８０－８８８０

さらに上記に加え 

河川信頼度等調査（別紙３）により 

地域の声を把握し、業務活動全体をより良くします 

３月７日スタートです 

北陸地方整備局 

同時発表記者クラブ 

新潟県政記者クラブ、新県政記者クラブ 

富山県政記者クラブ 

石川県政記者クラブ 

長野市政記者クラブ、長野県庁会見場 

福島県政記者クラブ 

※これは北陸地方整備局オリジナルの取り組みです 



 

北陸地方整備局クイックアンサールール始めました

審査のクイックアンサー

早め早めの相談や事前協議を呼びかけます

□手続きの端緒を申請者任せにしません
□早期に情報共有することで構想段階から事業調整できます
□審査や問題解決に必要な時間を確保できます

本申請前に問題点を解決します

□判断が容易なものは即答します
□又は1週間以内に目標日を決めて回答します
□目標日に回答できないときは事情などをお知らせし、

次の回答目標日をお知らせします

申請書提出後は、主に内部決裁となります

□許可の目標時期をお知らせします
□目標時期に許可できないときは事情などをお知らせし、

次の目標時期をお知らせします

スピード許可を実現します

□標準処理期間は、水利権が５箇月、その他が３箇月ですが、
半分を目標に、できるだけ早期の許可をめざします

行政相談のクイックアンサー

即日回答します

□即日回答が原則です

検討が必要なものは回答目標日をお知らせします

□即日回答できないときは、回答目標日をお知らせします
□目標日に回答できないときは事情などをお知らせします

目 的

地域事業の早期着手を支援し、地域に貢献します

□スピード許可により地域の事業の早期着手・完了を支援し、
地域の経済循環の促進や豊かな生活の向上に貢献します

□申請者のコストを常に意識し、必要最小限の補正とします

いつも懇切・丁寧に応対します

□公務の特殊性（権力性、独占性）を常に意識し、許認可行政
が陥りがちな傲慢不遜な言動を解消します

□迅速処理による地域貢献とあわせた意識改革の結果として
組織信頼度・組織価値の向上に寄与します

河川、ダム、砂防及び海岸に関する許可申請の 別紙１ 
平成 23 年 3 月 7 日 



 

 

業務改善の主なあらまし 

審査迅速化 

信頼度改善・評価検証 

業務スリム化 

効率化ツール 

簡素化・効率化の制度改善など 

イントラネットによる情報共有など 

クイックアンサールール構築 

河川信頼度等調査など 

別紙２ 



 

 
 
 
 
 

別紙３ 



 



 
 



＜参考資料＞河川利用のイメージ 
◇河川占用許可の例～信濃川（新潟市） 

  新潟市が堤防に盛り土や植樹を施し良好な河川利用空間を創出。 

   
 
◇河川占用許可の例～千曲川（長野県） 

   



（参考データ１）北陸地方整備局管内で河川を管理する事務所の一覧 

関係県 河川名 事務所名 所在地 
国が直接管理する
河川の延長（km) 県別内訳 km

福島県 阿賀野川上流部 阿賀川河川事務所 福島県会津若松市 54 54 

山形県 横川 9 9 

荒川 
羽越河川国道事務所 新潟県村上市 

29 

阿賀野川下流部 阿賀野川河川事務所 新潟県新潟市 39 

信濃川下流部 信濃川下流河川事務所 新潟県新潟市 61 

信濃川河川事務所 新潟県長岡市 115 信濃川中流部 
三国川ダム事務所 新潟県南魚沼市 5 

関川 14 

新潟県 

姫川 
高田河川国道事務所 新潟県上越市 

11 

274 

千曲川河川事務所 長野県長野市 135 長野県 信濃川上流部 
大町ダム管理所 長野県大町市 6 

141 

黒部川 黒部河川事務所 富山県黒部市 28 

常願寺川 22 

神通川 48 

小矢部川 37 
富山河川国道事務所 富山県富山市 

26 

富山県 

庄川 
利賀ダム工事事務所 富山県砺波市 7 

168 

手取川 37 石川県 
梯川 

金沢河川国道事務所 石川県金沢市 
11 

48 

  合計     694 694 

（参考データ２）北陸地方整備局管内の河川利用の状況 
◆１年間の許認可件数（H21 年度の 1 年間） 

水利使用許可      202 件 
土地の占用許可   1，342 件 
工作物の設置許可    717 件 
砂利の採取許可      29 件 
土地の掘削盛土許可    54 件 
その他         1,921 件 

計        3,365 件 
◆各種利用状況 
◇土地の利用状況（H22.4.1 現在の許可件数と許可面積） 

   公園緑地 187 件、 614ha 
   運動場  89 件、  189ha 
   田    472 件、 1482ha 
   畑    3383 件、 1663ha 
   採草地  28 件、   85ha 
   その他  460 件、  192ha 
    計   6076 件、 4774ha 

◇工作物の設置状況（H22.4.1 現在の許可件数） 
建物 248 件 
坂路 789 件 
堰 10 件 
樋門樋管 486 件 
橋梁 489 件 
埋設物 456 件 
その他 3,000 件  
計   5，478 件 

 ◇水の利用状況（H22.4.30 現在の許可件数と許可水量） 
発電用水 395 件、約 18,125 m3/s 
水道用水 100 件、約 35 m3/s 
工業用水 57 件、約 40 m3/s 
農業用水 9,212 件、約 1,589 m3/s 
その他用水 21 件、約 47 m3/s 
  計  9,975 件、19,839 m3/s 

 


