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2021年釧路川の治水事業が始まって100年を迎えます 

～釧路川治水100年記念事業～ 

 

 

 
 
 

【主な取組】詳細は実施要領：別紙１ 

  ・釧路川治水100年記念フォーラム（令和3年11月20日釧路市観光国際交流センター） 

  ・釧路川治水100年記念パネルリレー 

  ・釧路川治水100年記念見学ツアー 

  ・釧路川治水100年記念植樹イベント 

・釧路川治水100年記念釧路川クリーン作戦 など 

 

※取組の初弾として、釧路川と地域のつながりを再発見するため、川と人々の暮らしや町並み・

風景などを撮影したご家庭で保管されているなつかしい写真を募集する取組が始まります。 

【取 組】釧路川とのなつかしい思い出の写真募集（市民参加型） 

【主 催】釧路川治水100年記念出版編纂委員会 

【詳 細】応募要項：別紙２ 

 

※今後各種取組の実施の際には、その都度お知らせいたします。 

 

 

釧路川治水 100 年ホームページ：https://www.hkd.mlit.go.jp/ks/tisui/b0sadt000000gbll.html 

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部 

治水課 治水課長   池田 共実  電話：0154-24-7250（内線 3291） 

治水課 治水課長補佐 矢部 健一郎 電話：0154-24-7250（内線 3292） 

釧路開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ks/ 

 

 

釧路川の治水事業が始まって100年という節目の年を迎え、先人達の遺業を讃えるとともに、

改めて流域の発展の基礎となった釧路川の治水の歴史を振り返り、治水事業の担った役割等を再

認識し、釧路川流域のさらなる発展と防災意識の向上にむけて、様々な主体と連携し各種取組を

実施します。 



別紙１ 

釧路川治水１００年記念事業 実施要領 

 

 

１． 目的 

  釧路川の治水事業が始まって 100 年という節目の年を迎え、先人達の遺業を讃える

とともに、改めて流域の発展の基礎となった釧路川の治水の歴史を振り返り、治水事

業の担った役割等を再認識し、釧路川流域のさらなる発展と防災意識の向上にむけて、

様々な主体が連携し各種取組を実施する。 

 

２． 主催  

釧路川治水促進期成会（釧路市、標茶町、弟子屈町、釧路町、鶴居村） 

釧路開発建設部、釧路総合振興局 

 

３． 後援（4月 1日時点）  

一般社団法人 釧路建設業協会、釧路市建設事業協会、釧路商工会議所、北海道釧

路管内商工会連合会、釧路観光連盟、一般社団法人 釧路観光コンベンション協会 

一般財団法人 北海道河川財団、一般社団法人 水交会、釧路･リバー･プロテクショ

ン･２１の会、タンチョウ保護研究グループ、釧路自然保護協会、北海道新聞釧路

支社、釧路新聞社、北海道建設新聞社釧路支社、北海道通信社釧路支社、エフエム

くしろ（順不同） 

 

４． 主な取組 

 ・釧路川治水 100 年記念_フォーラム 

［令和 3年 11 月 20 日(土)PM  釧路市観光国際交流センター］ 

・釧路川治水 100 年記念_パネルリレー 

・釧路川治水 100 年記念_見学ツアー 

・釧路川治水 100 年記念_釧路川生き物観察会 

・釧路川治水 100 年記念_植樹イベント 

・釧路川治水 100 年記念_釧路川クリーン作戦 

・釧路川とのなつかしい思い出の写真募集（市民参加型） 

 

５．広報活動 

・100 年記念誌、ロゴマーク、ポスター・チラシ、ホームページ作成 

・雑誌等へのコラム投稿 など 

 

 

 



別紙１ 

［釧路川治水 100 年記念ロゴマーク］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釧路川の豊かな自然と共に歩んだ歴史を振り返り、治水が地域に果たしてき

た役割とこれからの未来を展望する姿を、釧路川治水 100 年の「１００」をメ

ガネや双眼鏡に見立てたイメージ。 

 四季折々の表情を見せる釧路湿原とタンチョウをモチーフに、釧路川治水の

歴史の象徴である岩保木水門を覗かせた。 

 



主催：釧路川治水１００年記念出版編纂委員会 （釧路新聞社  (一社)釧路建設業協会  釧路・リバー・プロテクション・21の会）
協力：釧路川治水促進期成会（釧路市、標茶町、弟子屈町、釧路町、鶴居村） 釧路開発建設部 釧路総合振興局   発行：（一社）釧路建設業協会　
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探しています。
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ホームページ

Eメール：event@news-kushiro.jp ご応募は
こちらから▶

https://kushironews.jp/river100/

▶釧路川と地域の人々の暮らし 
▶風景など懐かしい写真 
▶釧路川を撮影した写真 
▶釧路川を背景にした思い出の写真 
▶釧路川関連の写真など 

令和3年5月31日㈪必着

市民から昔の写真を集めて
記録に残す写真集製作

詳しくは下記のホームページアドレス
および裏面の応募要項をご覧の上、
Eメールまたは下記QRコードもしくは
窓口持参または郵送でご応募ください。
（応募写真点数は、一応募3点まで）

応募テーマ

応募締切

応募方法

釧路川の治水事業100年の節目に、流域発展の礎となった釧路

川と地域の人たちや街並みなど、懐かしい写真を募集します。

地域と釧路川のつながりを振り返り、記録して後世に残す写真集

の製作などに活用します。

釧路川に関する写真発掘にご協力ください。

釧路川治水100年記念事業

初代幣舞橋　明治33年～明治42年まで供用　釧路川左岸高台より撮影　撮影年は不明
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懐かしい釧路川の写真募集！

釧路川の治水事業100年の節目に、流域発展の礎となった釧路

川と地域の人たちや街並みなど、懐かしい写真を募集します。

地域と釧路川のつながりを振り返り、記録して後世に残す写真集

の製作などに活用します。

釧路川に関する写真発掘にご協力ください。

釧路川の治水事業100年の節目に、流域発展の礎となった釧路

川と地域の人たちや街並みなど、懐かしい写真を募集します。

地域と釧路川のつながりを振り返り、記録して後世に残す写真集

の製作などに活用します。

釧路川に関する写真発掘にご協力ください。

yabe-k22aa
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募集要項
釧路川とのなつかしい思い出の写真募集

応募方法

釧路川と地域の人々の暮らしや風景など懐かしい写真
釧路川を撮影した写真、釧路川を背景にした思い出の写真、釧路川関連写真

テ ー マ

2021年（令和3年）5月31日㈪ 必着応募締切

応 募 規 約

写真使用用途

釧路新聞社メディア事業部　☎0154-22-1111お問合せ先

在地不問、写真経歴のプロ、アマチュア不問、どなたでも応募可能応募資格

下記のいずれかの方法でご応募ください。※応募点数は、一人３点まで
【郵　　送】　〒085-8650 北海道釧路市黒金町7-3 釧路新聞社釧路川写真受付宛て

【窓口持参】　▶釧路新聞社メディア事業部 （釧路市黒金町7‐3）
　               ▶釧路市役所都市整備部道路河川課河川担当 （釧路市黒金町7‐5）
　               ▶標茶町役場企画財政課 （標茶町川上4‐2）
　               ▶弟子屈町役場まちづくり政策課 （弟子屈町中央2‐3‐1）
　               ▶釧路町役場経済部都市建設課 （釧路町別保1‐1）
　               ▶鶴居村役場建設課 （鶴居村鶴居西1‐1）
【Eメール】   e v e n t@ n ew s - k u s h i r o . j p
                  ※件名を「釧路川写真応募」にしてください。

応 募 先

釧路川治水１００年記念出版

▶応募写真の使用権は「釧路川治水１００年記念出版編纂委員会」に帰属します。釧路川治水１００年を記念した写真集
出版、主催者、協力者が広報活動を目的とした写真パネル展、各種イベント、Ｗｅｂサイトなどに無償で使用させていただ
きます。
▶写真内の人物などの被写体に関する肖像権、個人のプライバシーを損ねる恐れのある場合は、応募者の責任において
必ず本人の承諾を得た上でご応募ください。主催者は一切の肖像権侵害等の責任は負いません。
▶応募の際の個人情報は厳正に管理し、本事業以外の目的で利用いたしません。
▶郵送または窓口持参で応募された写真・記録媒体等は基本的に応募者へ返却します。
▶釧路川治水１００年を記念した写真集に採用された方には本写真集を差し上げます。

▶応募写真はプリント（印画紙）、または画像データとし、一人3点まで。
▶写真プリントの場合は、必要事項を明記した用紙を写真に添付し、郵送または窓口
までご持参ください。
▶画像データの場合、必要事項を入力の上、応募先Ｅメール（event@news-kushiro.jp）
まで送信してください。
▶必要事項として応募者の住所・氏名・電話番号・写真の撮影時期・場所・コメントを記載
してください。
▶撮影時期が定かでない場合、「○○年頃」でも可。
▶写真のコメントは自由記載 （50文字程度）。

釧路川治水１００年を記念して、写真集「なつかしい写真で綴る 釧路川１００年
の記憶（仮）」を出版します。
地域の記録として、皆様の思い出の集約として、家庭で保管されている貴重な写真を探し
ています。ぜひご提供お願いいたします。

▶写真集「釧路川100年の記憶」の作成に使用
▶釧路川治水100年記念フォーラムの講演資料として一部使用
▶「写真パネル展」の展示写真に一部使用
▶釧路建設業協会ホームページ内で釧路川治水100年記念事業広報として使用
▶主催者、協力者が広報活動を目的としたwebサイト、イベント、事業説明資料等で使用

ご
応
募
は

こ
ち
ら
で
も
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