
平成２４年９月１１日 

 

お  知  ら  せ 

件 名 
沙流川総合開発事業平取ダムの検証に係る検討について 

～関係住民の意見を聴く場の開催～ 

 
 

平成２４年９月１０日開催の「第５回沙流川総合開発事業平取ダム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、「沙流川総合開発事業平取ダムの検証に係る検討報告書（素案）」を作成し

ましたので、今後の検討の参考とするため、別添の実施要項のとおり、関係住民の皆様からの意見を聴

く場を開催します。 

記 

１．意見聴取対象 

「沙流川総合開発事業平取ダムの検証に係る検討報告書(素案)」 

 

２．開催日時、開催場所 

開催日時：平成２４年１０月３日（水）１８：３０～２０：３０ 

開催場所：ふれあいセンターびらとり １階 多目的集会室（資料１参照） 

 

３．応募方法 

・報告書（素案）に対してご意見の発表を希望される方は、留意事項（別紙１）を確認のうえ、応募用紙

（別紙２）にご意見等を記載し①電子メール②郵送③FAX のいずれかの方法で提出願います。 

提 出 先：北海道開発局室蘭開発建設部治水課 

① 電子メール：biratoridam-koutyou@hkd.mlit.go.jp 

② 郵送：〒０５１－８５２４ 室蘭市入江町１番地１４ 

③ ファックス： ０１４３－２２－９１７０ 

提出期限：平成２４年９月２５日（火）１７時必着 

 

４．公開について 

・関係住民の意見を聴く場は公開で開催します。 

・一般の方の傍聴及び報道機関の取材に関する詳細は資料２のとおりです。 

取材を希望される場合は、１０月２日（火）１７：００までに別紙取材申込書をFAXにて提出をお願い

します。（詳細は資料２参照） 

提出先：北海道開発局 室蘭開発建設部 広報官（FAX ０１４３－２２－１２６４） 

 

※意見募集対象である報告書素案の内容について理解を深めていただくため、以下により、説明会を開

催します。なお、説明会の参加の有無に関わらず意見を述べることは可能です。 

①説明会 開催日時、場所 

[日高町会場] 日時：平成２４年９月１９日（水）１８：３０～１９：３０ 

場所：日高町立富川公会堂 １階 大集会室 （資料３参照） 

[平取町会場] 日時：平成２４年９月２０日（木）１８：３０～１９：３０ 

場所：平取町 中央公民館 １階 大会議室（資料４参照） 

 

問

合

せ

先 

所   属 役 職 名 氏   名 電 話 番 号 

北海道開発局 

河川計画課 
河川調整推進官 小林 幹男 

０１１－７０９－２３１１  

内線５２８８ 

北海道開発局 

河川計画課 
流域治水専門官 今井 誠 

０１１－７０９－２３１１  

内線５２９７ 

 

お知らせ内容 



 

「沙流川総合開発事業平取ダム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 

 

 

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、沙流川総合開発事業平取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９月１０日開催の「第５回沙流川総合開発事業平取ダムの関係地

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 

 「沙流川総合開発事業平取ダム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 

日高町または平取町に在住の方 

 

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 

開催日：平成２４年１０月３日（水） 

開催時間：１８：３０～２０：３０ 

開催場所：ふれあいセンターびらとり １階 多目的集会室 

 

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室蘭開発建設部治水課内 

「沙流川総合開発事業平取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：biratoridam-koutyou@hkd.mlit.go.jp 

② 郵送：〒０５１－８５２４ 室蘭市入江町１－１４ 

③ ファックス： ０１４３－２２－９１７０ 

別添 



（件名に、「沙流川総合開発事業平取ダムの検証に係る関係住民の意見を聴く場への

応募」と明記して下さい） 

 

提出期限：平成２４年９月２５日（火）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「沙流川総合開発事業平取ダム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.mr.hkd.mlit.go.jp/mrken_works/chisui/biratoridam_kentou/index.html 

②紙媒体による入手 

 下記７．②の資料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「沙流川総合開発事業平取ダム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.mr.hkd.mlit.go.jp/mrken_works/chisui/biratoridam_kentou/index.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室蘭開発建設部（室蘭市入江町 1－14） 

 ・国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部苫小牧河川事務所（苫小牧市字柏原 32－40） 

  ・国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部沙流川ダム建設事業所（平取町荷菜 19－4） 

  ・国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部二風谷ダム管理所（平取町字二風谷 24－4） 

  ・日高町役場（日高町門別本町 210－1） 

  ・日高町役場日高総合支所（日高町本町東 3丁目 299－1） 

  ・平取町役場（平取町本町 28） 

 

 

 



 

 

「沙流川総合開発事業平取ダム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 

 

「沙流川総合開発事業平取ダムの検証に係る検討報告書（素案）」について、日高町また

は平取町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 



沙流川総合開発事業平取ダム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                

 「沙流川総合開発事業平取ダム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、沙流川

総合開発事業平取ダム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         町 

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 



ふれあいセンターびらとりへのアクセス 資料１

消防平取支所

平取駐在所 平取町役場

←至富川

ふれあいセンターびらとり

沙流川

237

ローソン

エネオス

富川

新平取大橋

237

傍聴者駐車スペース

（拡大図）

出入口

出入口

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
び
ら
と
り

（会
場
）

【住所】北海道沙流郡平取町本町35-1

【会場】ふれあいセンターびらとり

１階多目的集会室

【ふれあいセンターびらとり】

傍聴者駐車スペース

傍聴者駐車スペース

【電話】 01457-4-6111

【アクセス】

日高自動車道「日高富川ＩＣ」から国道２３７号を経由し車で約２０分

【駐車場】50台程度駐車可能 無料駐車場

237 至日高→←至富川



 

「沙流川総合開発事業平取ダム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の公開について 

北海道開発局 

１．一般の方の傍聴について 

 

（１）傍聴の手続きと入場について 

  ・事前の登録は不要です。 

  ・傍聴される方は受付で必要事項を記入してください。 

  ・会場の都合上、傍聴者が多い場合には入場制限をさせていただくことがありま 

す。ご了承ください。 

  ・会場への入場については係員の指示に従ってください。 

 

（２）傍聴に際しての注意事項 

  ・携帯電話の電源を切るか、マナーモードにし、使用をお控えください。 

  ・会場内での飲食はご遠慮ください。 

  ・手荷物・貴重品の管理は各自にてお願いします。 

  ・会場では着席のうえ、静粛に傍聴してください。発言、拍手、ビラ・プラカード 

の持ち込み、鉢巻、ゼッケン等の着用、その他の方法により自らの意見等を表明 

することはできません。 

  ・円滑な運営を図るため、フラッシュ等を用いてのビデオ・カメラ等での撮影は冒 

頭の挨拶までの間とさせて頂きます。また、傍聴席より前方での撮影はご遠慮く 

ださい。 

  ・その他、会場等の秩序を乱す行為や、議事を妨害する行為はできません。 

  ・傍聴される方は、上記留意事項のほか係員の指示に従ってください。以上のこ 

とをお守りいただけないときは、退場していただく場合があります。 

 

２．報道機関の取材について 

 

  ・報道機関の皆様には記者席を設ける予定ですので、当日の取材を希望される場合 

は事前登録をお願いします。１０月２日（火）１７時までに、別紙「取材申込 

書」を記入の上、北海道開発局室蘭開発建設部広報官宛てにＦＡＸにて提出願 

います。 

  ・当日会場入り口にて受付名簿の記入をお願いします。 

  ・フラッシュ等を用いてのビデオ・カメラ等での撮影は冒頭の挨拶までの間とさせ 

て頂きます。 

  ・会場内では、必ず社名入りの腕章を着用し、会場の係員の指示に従ってくださ 

い。 

・取材に必要な電源は、各社にてご用意ください。 

 

資料２



 

 

【別紙】 

北海道開発局 室蘭開発建設部 広報官 宛 

（ＦＡＸ ０１４３－２２－１２６４） 

 

取 材 申 込 書 

 

以下の取材を希望する場合は、この様式により、 

平成２４年１０月２日（火）１７：００までに室蘭開発建設部広報官宛てにＦＡＸでお申し込みく

ださい。 

 

沙流川総合開発事業平取ダム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 

 

日時：平成２４年１０月３日（水）１８：３０～２０：３０ 

場所：ふれあいセンターびらとり １階 多目的集会室 

   （北海道沙流郡平取町本町35-1） 

   

■所属クラブ（所属するクラブに○をつけてください） 

・ 北海道開発記者クラブ 

・ 北海道建設記者会 

・ その他（                  ） 

 ■会社名及び部署名 

 

■取材者 役職・氏名（カメラクルー含め全員の役職・氏名を記載願います。） 

 

①（代表者）                                  

 

 ②                                       

 

 ③                                       

 

■ 連絡先（代表者の連絡先：携帯電話番号等）                   

 

 ◎ テレビカメラの有無  有り・なし （該当するものに○をつけてください） 

 

 



日高町立富川公会堂へのアクセス

文

トヨペット

富川中学校

消防本部

237富 自 車学校 鎌田病院

卍

＋

235

ガソリンスタンド

Aコープとみかわ

富川郵便局

237

ガソリンスタンド

富川自動車学校 鎌田病院

西光寺

富川青少年会館

グルメシティ富川店

沙流川橋

沙流川

富川駅

富川青少年会館

日高町富川公会堂

（拡大図）

正面玄関

日高町富川公会堂

（ 会 場 ）

傍聴者駐車スペース

【住所】北海道沙流郡日高町富川南1丁目9-1

【会場】日高町立富川公会堂大集会室

【電話】01456 2 0255

【日高町富川公会堂】

【電話】01456-2-0255

【アクセス】

日高自動車道「日高富川ＩＣ」から国道２３７ 号を経由し車で約５分

【駐車場】40台程度駐車可能 無料駐車場

mr-2028_user
長方形

mr-2028_user
タイプライターテキスト
資料３

mr-2028_user
タイプライターテキスト

mr-2028_user
タイプライターテキスト

mr-2028_user
タイプライターテキスト



平取町中央公民館へのアクセス

平取駐在所 平取町役場

日高西部消防組合

平取町中央公民館

日高西部消防組合
平取支所

ふれあいセンター
びらとり

237← 至富川

平取郵便局

平取町町民体育館

ローソンエネオス

新平取大橋

平取町町民体育館

（拡大図）

平取町中央公民館

花壇

花壇花壇

花壇

傍聴者駐車スペース

（ 会 場 ） 会場入口

【住所】北海道沙流郡平取町本町88番地１

【会場】平取町中央公民館１階大会議室

【電話】01457 2 2619

【平取町中央公民館】

【電話】01457-2-2619

【アクセス】

日高自動車道「日高富川ＩＣ」から国道２３７ 号を経由し車で約２０分

【駐車場】80台程度駐車可能 無料駐車場

mr-2028_user
タイプライターテキスト
資料４

mr-2028_user
タイプライターテキスト

mr-2028_user
長方形




