令和４年１月１２日

釧路川治水100年記念フォーラムを開催します
～洪水から地域を守り、地域の発展に貢献～
釧路川治水促進期成会、釧路開発建設部及び釧路総合振興局は、釧路川治水１００年記念事業
として、「釧路川治水１００年記念フォーラム」を下記のとおり開催するので、お知らせします。
大正９年の大洪水を契機に始まった釧路川の治水事業が令和３年に１００年を迎えました。
釧路川の治水の歴史を振り返り、地域の発展に果たしてきた役割とその重要性を改めて認識す
るとともに、治水事業を通じて釧路川流域の更なる発展と防災意識の向上に向けて、
「釧路川治
水１００年記念フォーラム」を開催いたします。
記
１

開催日時 令和４年２月１１日（金：祝日） １３：３０～１６：３０

２

開催場所 釧路市観光国際交流センター（釧路市幸町３丁目３番）
※会場参加とオンライン配信を併用したハイブリッド方式での開催

３

内

容 第１部 釧路川治水事業報告（釧路開発建設部）
第２部 講演（一般財団法人北海道河川財団会長 岡部 和憲）
研究発表（北海道標茶高等学校 地域環境系列）

４

参加申込 記念フォーラムに参加を希望される方は、別紙１の「お申込みはこちらから」
から２月３日（木）までにお申込み願います。

※ 取材を希望される報道関係者の方は、別紙２により、メール又はＦＡＸにて２月９日（水）
１７時までにお申込み願います。取材に当たっては、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、マスク着用、咳エチケット、手指の消毒や手洗いにご協力をお願いします。
※ 記念フォーラムは、道内における新型コロナウイルス感染症の状況に応じて内容を変更さ
せていただく場合もございます。
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）

広報官

田中 邦彦

電話：0154-24-7354（ダイヤルイン）

釧路開発建設部ホームページ

https://www.hkd.mlit.go.jp/ks/

別紙１

釧路川治水１００年
記念フォーラム
令和４年

入場無料
定 員
３５０名

２月１１日（金） １３:３０-１６:３０

開場時間 １２:３０

| 会 場 | 釧路市観光国際交流センター

ＷＥＢでも同時配信

（釧路市幸町３－３）

釧路川治水事業報告
国土交通省 北海道開発局 釧路開発建設部

講 演
「釧路地域の発展と釧路川」
岡部 和憲 氏

一般財団法人
北海道河川財団 会長

研究発表
「釧路川とともに｣
北海道標茶高等学校 地域環境系列
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）
北海道開発局釧路開発建設部、北海道釧路総合振興局

後援：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、NHK釧路放送局（順不同）

講演者プロフィール

研究発表 北海道標茶高等学校
ロシア南下政策に備え、北海道開拓を急いだ明治政
府は釧路・網走・十勝の内陸部開拓の拠点として標茶
を選びました。
そのために設置された集治監。その跡地に建ち、高
校としては日本最大の敷地面積を誇る標茶高校が釧路
川とともに発展してきた道東の歴史を紹介します。

岡部 和憲 氏
一般財団法人 北海道河川財団
1980年
2007年
2009年
2012年
2013年
2014年
2015年
2017年
2021年

会長

北海道大学工学部卒業
国土交通省 北海道開発局建設部河川計画課長
国土交通省 北海道局水政課長
国土交通省 北海道開発局釧路開発建設部長
国土交通省 大臣官房審議官
国土交通省 北海道開発局長
国土交通省 北海道局長
一般財団法人 北海道河川財団 理事長
一般財団法人 北海道河川財団 会長

製作生徒
地域環境系列所属
遠藤 優璃 小野 凌
篠塚 將志
髙橋 海斗 竹内 絢海 内藤 士裕
吉田 翼
渡辺 愁士 今村 吏玖
加藤 楓馬 貫洞 颯太 田代 奏太

関沢 琉世
古川 みずほ
大谷 真人
林 蓮

（３年次生『湿原の科学』の授業にて作製）

プログラム

アクセス

開場時間 12:30～

釧路駅を背に立ち
幣舞橋方向へ
徒歩で約５分

【1部】13:30 開会挨拶
来賓挨拶
釧路川治水事業報告

北洋銀行を右折

（休憩）

右手の釧路市役所
を過ぎる交差点で
左折

講演
研究発表
16:30 閉会挨拶

【2部】

同時開催：釧路川の歴史探訪パネル展
釧路川治水70年記念事業の取組の一つとして、当時
（平成3年）埋められたタイムカプセルの展示など
もみることができます。

お申込みはこちらから

右手に釧路市観光
国際交流センター
が見えてきます

※フォーラム会場には駐車場はありません。公共交
通機関をご利用いただくか、近隣の有料駐車場をご
利用願います。

来場かWeb視聴をお選びいただけます。

※定員になり次第受付を終了させていただきます。

こちらのサイトから必要事項を入力の上、お申込みください。

https://www.kokuchpro.com/event/kushiro100
メールでもお申込みを受け付けております。

送信先

ric.kouenkai@ric.or.jp

■メールでお申込みの場合は、 以下の項目をご記入下さい■

団体名・所属、役職等、氏名（ふりがな）、住所、電話番号、参加方法（来場 or Web視聴）、メールアドレス（Web視聴の方）

申込期限 ２月

３日（木）

【フォーラムに関するお問合せ】

【申込方法についてのお問合せ】
一般財団法人北海道河川財団 企画部 福田 TEL:011-729-8141

北海道開発局釧路開発建設部 治水課

TEL : 0154-24-7250

新型コロナウイルス感染症対策について
現在、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されています。
当日会場ではご列席いただく皆様の安全のため、下記の対策をお願い致します。
■ご来場の際には、マスクの着用をお願い致します。
■受付の前に検温を行いますので、ご協力をお願い致します。
■こまめな手洗い、消毒をお願い致します。
■ソーシャルディスタンスの確保をお願い致します。

尚、次の点にご留意願います。
ご案内の釧路川治水100年記念フォーラムにつきましては、
道内における新型コロナウイルス感染症の状況に応じて
内容を変更させていただく場合もございます。
その際は、別途その旨お知らせ致しますので、何卒ご了
承のほどお願い申し上げます。

別紙２

釧路開発建設部 治水課 宛

（E-ｍａｉｌ：hkd-ks-river@mlit.go.jp ）
（ＦＡＸ ： ０１５４－２４－６８３９）

申 込 書 （報道関係者）
「釧路川治水１００年記念フォーラム」の傍聴・取材を希望する場合は、本様式によ
り、上記宛先までメール又は FAX でお申込みください。
申込締切は、２ 月 ９ 日 （ 水 ） １ ７ ： ０ ０です。
■会社名及び部署名

■傍聴・取材者 役職・氏名（全員の役職・氏名を記載願います）

①（代表者）
②
③
④
■テレビカメラ持込みの有無（該当するものに〇をつけてください）

有

・

無

■連絡先（代表者の連絡先）

※ご記入いただいた個人情報については、当会合に関する連絡以外では使用いたしません。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当日は次の点について御協力をお願いします。
（１）会場では、必ずマスクを着用してください。
（２）会場に消毒用アルコールを用意しますので、手指を消毒してください。
（３）受付の前に検温を行います。

