
 

 

 

 

 

 

意見聴取の進め方について 

（天塩川流域） 

 
  

資料３ 



 

 

１． 意見聴取の進め方について 

 

(1) 意見募集対象 

サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案） 

 

(2) 意見を聴く者と意見聴取方法 

① 学識経験を有する者  

河川法第１６条の２等に準じて、天塩川水系河川整備計画の策定の際に意見

を聴いた学識経験を有する者の意見を聴く予定。（別添 1） 

 

② 関係住民 

河川法第１６条の２等に準じて、関係住民の意見を聴く場を開催する予定。

（別添 2） 

※ 関係住民からの意見聴取を補足する手段として、電子メール等を活用した意見募集

を並行して実施予定。（別添 3） 

 

③ 関係地方公共団体の長 

河川法第１６条の２等に準じて、北海道知事の意見を聴く予定。※１ 

 

④ 関係利水者 

サンルダム建設事業に関係する利水参画者の意見を聴く予定。 

・水道に係るダム使用権設定予定者 

  名寄市長、下川町長 

・発電に係るダム使用権設定予定者 

      ほくでんエコエナジー株式会社 

 

 

※1 「関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴

かなければならない。」（河川法施行令第 10 条の 4） 
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「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する 

学識経験を有する者からの意見を聴く場の開催について（概要） 

 

 

１．概要 

天塩川水系河川整備計画策定時に意見聴取を行った学識経験を有する者から意見を聴

く予定です。 

 

２．意見聴取対象 

 「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」 

 

３．開催場所 

  名寄市（予定） 

 

４．意見を聴く学識経験を有する者 

（五十音順 敬称略）  

浅田
あ さ だ

 弘隆
ひろたか

   天塩町長 

井上
いのえう

 幸人
さ ち と

   名寄商工会議所 事務局次長 

梅津
う め つ

 和昭
かずあき

    元 てしおがわ土地改良区 理事長 

蝦名
え び な

 修
おさむ

    北るもい漁業協同組合 専務理事 

岡村
おかむら

 俊邦
としくに

   北海道工業大学 空間創造学部 教授 

加藤
か と う

 剛士
た け し

   名寄市長 

黒木
く ろ き

 幹男
み き お

   元 北海道大学 大学院 工学院 准教授 

酒向
さ こ う

 勤
つとむ

    北海道カナディアンカヌークラブ 代表 

清水
し み ず

 康
やす

行
ゆき

    北海道大学 大学院 工学研究院 教授 

橘
たちばな

 治國
はるくに

   元 北海道大学 大学院 工学研究科 准教授 

辻
つじ

  玲子
れ い こ

   元 名寄市立大学 保健福祉学部 栄養学科 教授 

出羽
で わ

 寛
ひろし

    旭川大学 名誉教授 

長澤
ながさわ

 徹
てつ

明
あき

   北海道大学 名誉教授 

肥田
ひ だ

 照
てる

美
み

   けんぶち絵本の里を創ろう会 理事 

前川
まえかわ

 光司
こ う じ

   元 北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター  

森林圏ステーション 教授 

   

別添１ 
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「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に関する 

関係住民の意見を聴く場について（案） 

 

 

国土交通省北海道開発局では、ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目

（以下「実施要領細目」という。）に基づき、サンルダムの検証に係る検討を進めています。 

このたび、平成２４年７月３１日開催の「第５回サンルダム建設事業の関係地方公共団

体からなる検討の場」における検討を踏まえ、実施要領細目に示されている検討結果の報

告書（素案）を作成しましたので、今後の検討の参考とするため、以下により、関係住民

の意見を聴く場を実施いたします。 

 

１．意見聴取対象 

 「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」（以下「報告書（素案）」） 

 

２．意見聴取対象者 

天塩川流域の市町村に在住の方 

 

３．応募方法 

 報告書（素案）に対して、意見の発表を希望される方は、『別紙－１ 留意事項』を確認

した上で、『別紙－２ 応募用紙』に報告書（素案）に対するご意見、ご希望の日時等を記

載して、下記「５．応募用紙の提出先」によりご提出下さい。 

 

４．開催日時、開催場所 

名寄市内 

 開催日：平成２４年○月○日（○） 

開催時間：○○：○○～○○：○○ 

  

５．応募用紙の提出先 

 応募用紙に記入の上、以下の提出先まで期限内に送付。 

 提出先：国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内 

「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局宛 

①郵送：〒０７８－８５１３ 旭川市宮前通東４１５５番３１号 

  ②ファックス： ０１６６－３２－２９２７ 

③電子メール：sanru_koutyou@hkd.mlit.go.jp 

（件名に、「サンルダム建設事業の検証に係る関係住民の意見を聴く場への応募」と明記

別添２ 
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して下さい） 

提出方法：①郵送、②ファックス、③電子メール 

提出期限：平成２４年○月○日（○）１７時必着 

 

６．「応募用紙」（様式）の入手方法 

①インターネットによる入手 

国土交通省北海道開発局「サンルダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」 

ホームページ 

URL: http://www.as.hkd.mlit.go.jp/chisui04/kentou/kentou_top.html 

②紙媒体による入手 

 下記７．②の閲覧場所において応募用紙を配布。 

 

７．閲覧又は資料入手の方法 

①インターネットによる閲覧 

国土交通省北海道開発局「サンルダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」 

ホームページ 

URL: http://www.as.hkd.mlit.go.jp/chisui04/kentou/kentou_top.html 

 ②資料の閲覧場所 

以下の場所において、資料の閲覧が可能です。 

  ・国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課（旭川市宮前通東 4155 番 31） 

  ・国土交通省北海道開発局旭川開発建設部名寄河川事務所（名寄市西 6 条南 9 丁目） 

  ・国土交通省北海道開発局旭川開発建設部サンルダム建設事業所 

（上川郡下川町西町 68 番地） 

  ・国土交通省北海道開発局留萌開発建設部治水課（留萌市寿町 1 丁目 68 番地） 

  ・国土交通省北海道開発局留萌開発建設部幌延河川事業所 

（天塩郡幌延町字幌延 153 番地の 2） 

・流域市町村（士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、 

中川町、天塩町、幌延町、豊富町）の各市役所、役場 

 

８．参考 

「サンルダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」の資料につきましては、

北海道開発局のホームページをご参照下さい。 

URL: http://www.as.hkd.mlit.go.jp/chisui04/kentou/kentou_top.html 
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「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に関する 

関係住民の意見を聴く場にあたっての留意事項（案） 

 

「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」について、天塩川流域の市町村

に在住の方からご意見をお聴きするものです。 

 

 

（発表にあたっての留意事項） 

１）意見の発表は、お一人につき 10 分以内で行って下さい。次の方の発表もありますの 

で時間厳守でお願いします。なお、応募者が多数の場合は、発表時間を 5 分程度に短

縮させていただくことがあります。 

２）意見の発表時間は、全体で 90 分程度としています。 

３）意見を聴く場は、公開で行います。 

４）公述人は、意見を聴く場において、ビラ、チラシ等の配布及び掲示等はできません。 

５）公述人は意見を聴く場での質問はできません。 

６）北海道開発局は意見を聴く場では説明を行いません。 

７）公述人は代理人への公述依頼はできません。 

８）意見発表において下記に該当する内容については無効といたします。 

・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 

９）他の方の発言の支障とならないよう、会議中のご発言はご遠慮下さい。進行に支障 

があると判断される場合は、ご退室いただく場合があります。 

１０）意見を聴く場では、事務局の記録として撮影及び録音を行います。 

１１）意見を聴く場の終了後、後日北海道開発局から発言の内容や趣旨を確認させていた

だくことがあります。 

 

別紙－１ 
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サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案） 

に関する関係住民の意見を聴く場応募用紙 
 （受付番号：           ） 
受付番号はこちらで記入しますので記入しないで下さい。 

北海道開発局長 あて  

届出者 氏  名                

 住  所                

 電話番号                

 携帯電話                

 「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」について、意見を述べたいので、次の

とおり意見の概要を付して応募します。 
 
【留意事項等】 
１ 意見を発表される方のご氏名（ふりがな）、ご住所、お電話番号等を記入願います。 
２ 本応募用紙については、「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）」に則り、サンル

ダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）に対する意見聴取、統計処理のみに使用し、

頂いた意見を使用する場合にも個人が特定出来ないように加工して使用します。 
３ 意見聴取の内容については、後日公表します。 
 

以下の部分について公表します 

住所         市・町・村 

年代（○で囲んで下さい） 10 代・20 代・30 代・40 代・50 代・60 歳以上 

性別（○で囲んで下さい） 男性 ・ 女性 
意見の要旨 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

※楷書横書きで、できるだけ 400 文字以内で記載して下さい。 

（ふりがな）

別紙－２ 
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「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」に対する 

意見募集の実施について（案） 

 

国土交通省北海道開発局では、ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目

（以下「実施要領細目」という。）に基づき、サンルダムの検証に係る検討を進めています。   

このたび、平成２４年７月３１日開催の「第５回サンルダム建設事業の関係地方公共団

体からなる検討の場」における検討を踏まえ、実施要領細目に示されている検討結果の報

告書（素案）を作成しましたので、今後の検討の参考とするため、以下の意見募集要領に

より、広く皆様からご意見を募集いたします。 

 

１．意見募集対象 

 「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）」（以下「報告書（素案）」） 

 

２．意見募集期間 

平成２４年○月○日（○）～平成２４年○月○日（○）（１７時必着） 

 

３．提出方法 

ご意見は、電子メール・郵送・ファックスのいずれかの方法で下記４．提出先までご提

出下さい。ご意見につきましては、別添意見様式により、下記①～⑦を記載下さい。 

①氏名（企業・団体としての意見提出の場合は、企業・団体名、代表者名並びに担当

部署名及び担当者名） 

②住所 

③電話番号又はメールアドレス 

④職業（企業・団体としての意見提出の場合は不要） 

⑤年齢（企業・団体としての意見提出の場合は不要） 

⑥性別（企業・団体としての意見提出の場合は不要） 

⑦ご意見（意見該当箇所の頁と行も合わせて記載してください） 

※ 頂いたご意見に関しての個人情報は、目的以外では使用いたしません。 

 

４．提出先 

 別添の用紙に意見をご記入の上、以下の提出先まで期限内に送付してください。 

 提出先：国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内 

「サンルダムの検証に係る検討に関する意見募集」事務局宛 

①電子メール：sanru_pabukome@hkd.mlit.go.jp 

②郵送：〒０７８－８５１３ 旭川市宮前通東４１５５番３１号 

別添３ 
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  ③ファックス： ０１６６－３２－２９２７ 

 

（件名に、「サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書」素案）に関する意見」と明記

して下さい） 

提出方法：①電子メール、②郵送、③ファックス 

 

５．閲覧又は資料入手の方法 

①インターネットによる閲覧 

国土交通省北海道開発局「サンルダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」 

ホームページ 

URL: http://www.as.hkd.mlit.go.jp/chisui04/kentou/kentou_top.html 

 ②資料の閲覧場所 

以下の場所において、資料の閲覧が可能です。 

  ・国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課（旭川市宮前通東 4155 番 31） 

  ・国土交通省北海道開発局旭川開発建設部名寄河川事務所（名寄市西 6 条南 9 丁目） 

  ・国土交通省北海道開発局旭川開発建設部サンルダム建設事業所 

（上川郡下川町西町 68 番地） 

  ・国土交通省北海道開発局留萌開発建設部治水課（留萌市寿町 1 丁目 68 番地） 

  ・国土交通省北海道開発局留萌開発建設部幌延河川事業所 

（天塩郡幌延町字幌延 153 番地の 2） 

・流域市町村（士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、 

中川町、天塩町、幌延町、豊富町）の各市役所、役場 

 

６．意見提出にあたっての注意事項 

①ご意見が 200 字を超える場合は、併せてその内容の要旨（200 字以内）を記載いただ

きますようお願いいたします。 

②ご意見は日本語でご提出ください。 

③いただいたご意見とともに、属性（職業、年齢、性別）、住所のうち市区町村名を公表

する場合があります。 

④ご記入いただいた氏名、住所、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明

な点があった場合の連絡・確認のために利用します。 

⑤電話でのご意見は受け付けておりません。 

⑥皆様からいただいたご意見は、同様のご意見の数にかかわらず、その論点を整理した

うえで、論点ごとに検討主体の考え方を示す予定であり、個別にお答えすることはで

きませんので、その旨御了承願います。 

⑦期限までに到着しなかったもの、上記意見の提出方法に沿わない形で提出されたもの
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及び下記に該当する内容については無効といたします。 

・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 

 

７．参考 

「サンルダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」の資料につきましては、

北海道開発局のホームページをご参照下さい。 

URL: http://www.as.hkd.mlit.go.jp/chisui04/kentou/kentou_top.html 
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（意見提出様式） 

 

国土交通省北海道開発局旭川開発建設部治水課内 

「サンルダム建設事業の検証に係る検討に関する意見募集」事務局 宛 

 

サンルダム建設事業の検証に係る検討報告書（素案）に対する意見募集について 

 

①氏名(フリガナ)  

②住所  

③電話番号又は 

 メールアドレス 

 

 

④職業  ⑤年齢  ⑥性別  

意見該当箇所 ⑦ご意見は項目ごとに 200 文字以内で記載してください。 

（ご意見が 200 字を越える場合は、併せてその内容の要旨(200 字以内)も記載してください。） 頁 行 
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