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国 土 交 通 省 関 東 地 方 整 備 局
利 根 川 上 流 河 川 事 務 所

記 者 発 表 資 料

気候変動による水災害リスクの増大に備えるため、流域全体のあらゆる関係者が
主体となり協働し治水対策に取り組む「流域治水」への転換を進めるべく、「利根
川上流流域治水プロジェクト」を令和３年３月３０日に策定、公表いたしました。
今回は、流域全体のあらゆる関係者が取り組む「流域治水」の主旨から、新たな

構成員の参画や、グリーンインフラの追加など各構成員が取り組む施策の更新等、
「利根川上流流域治水プロジェクト」の充実について議論を行うため、第４回協議
会を開催します。
なお、今回の会議開催にあたっては、構成員の数が多く参加者が大変多くなるこ

とが想定されるため、新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮し、ＷＥＢ会議シス
テムを活用して開催いたします。

１．日 時：令和４年３月９日（水）１３：１５～１５：１５（予定）
２．場 所：利根川上流河川事務所
３．協議会の構成員：（別紙１参照）
４．公 開 等：

・協議会は、報道機関を通じて公開いたします。
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、傍聴は報道機関に限ります。
・取材に関する詳細は、別添資料をご覧下さい。
・協議会での配布資料及び開催概要については、協議会終了後、利根川上流河
川事務所ホームページに掲載する予定です。

利根川上流域における 「流域治水」を充実

～日本一の流域面積を誇る利根川の上流区間において、

「第４回 利根川上流流域治水協議会」を開催（WEB開催）します！～



別紙１

●構成員
所属 部署 役職

国⼟交通省関東地⽅整備局 利根川上流河川事務所 所⻑
国⼟交通省関東地⽅整備局 利根川ダム統合管理事務所 所⻑
国⼟交通省関東地⽅整備局 利根川⽔系砂防事務所 所⻑
国⼟交通省関東地⽅整備局 品⽊ダム⽔質管理所 所⻑
国⼟交通省気象庁 東京管区気象台 気象防災部⻑
国⼟交通省気象庁 ⽔⼾地⽅気象台 台⻑
国⼟交通省気象庁 宇都宮地⽅気象台 台⻑
国⼟交通省気象庁 前橋地⽅気象台 台⻑
国⼟交通省気象庁 熊⾕地⽅気象台 台⻑
国⼟交通省気象庁 銚⼦地⽅気象台 台⻑
農林⽔産省関東農政局 栃⽊南部農業⽔利事業所 所⻑
独⽴⾏政法⼈ ⽔資源機構 沼⽥総合管理所 所⻑
国⽴研究開発法⼈ 森林研究・整備機構 森林整備センター 前橋⽔源林整備事務所 所⻑
茨城県 ⼟⽊部 河川課 課⻑
栃⽊県 県⼟整備部 河川課 課⻑
群⾺県 県⼟整備部 河川課 課⻑

県⼟整備部 下⽔環境課 課⻑
埼⽟県 県⼟整備部 河川砂防課 課⻑

下⽔道局 下⽔道事業課 課⻑
千葉県 県⼟整備部 河川整備課 課⻑
古河市 市⻑
常総市 市⻑
取⼿市 市⻑
守⾕市 市⻑
坂東市 市⻑
猿島郡 五霞町 町⻑
猿島郡 境町 町⻑
栃⽊市 市⻑
⼩⼭市 市⻑
下都賀郡 野⽊町 町⻑
宇都宮市 市⻑
⿅沼市 市⻑
⽇光市 市⻑
下野市 市⻑
下都賀郡 壬⽣町 町⻑
伊勢崎市 市⻑
太⽥市 市⻑
館林市 市⻑
佐波郡 ⽟村町 町⻑
⾢楽郡 板倉町 町⻑
⾢楽郡 明和町 町⻑
⾢楽郡 千代⽥町 町⻑
⾢楽郡 ⼤泉町 町⻑
⾢楽郡 ⾢楽町 町⻑
前橋市 市⻑
渋川市 市⻑
沼⽥市 市⻑
利根郡 みなかみ町 町⻑
北群⾺郡 吉岡町 町⻑
利根郡 昭和村 村⻑
利根郡 川場村 村⻑
利根郡 ⽚品村 村⻑
吾妻郡 中之条町 町⻑
吾妻郡 東吾妻町 町⻑
吾妻郡 ⻑野原町 町⻑
吾妻郡 草津町 町⻑
吾妻郡 嬬恋村 村⻑
吾妻郡 ⾼⼭村 村⻑
熊⾕市 市⻑
⾏⽥市 市⻑
加須市 市⻑
本庄市 市⻑
⽻⽣市 市⻑
深⾕市 市⻑
久喜市 市⻑
児⽟郡 上⾥町 町⻑
児⽟郡 美⾥町 町⻑
児⽟郡 神川町 町⻑
野⽥市 市⻑
柏市 市⻑
我孫⼦市 市⻑
東⽇本旅客鉄道株式会社 ⾼崎⽀社 執⾏役員⾼崎⽀社⻑
東武鉄道株式会社 施設部 建築⼟⽊課 課⻑
上⽑電気鉄道株式会社 取締役鉄道部⻑

●オブザーバー
所属 部署 役職

農林⽔産省関東農政局 農村振興部 設計課 ⽔利計画官

※下線：今回追加予定機関



別添資料１

【報道機関の方へ】

「第４回 利根川上流流域治水協議会」の開催について

標記協議会について下記のとおり開催します

記

１．開催日時
令和４年３月９日（水）１３：１５～１５：１５（予定）

２．開催場所
利根川上流河川事務所 ２階大会議室
住所 ： 埼玉県久喜市栗橋北2-19-1
開催場所の最寄り駅 ：JR宇都宮線 栗橋駅、東武日光線 栗橋駅より

徒歩約15分

３．報道関係者の受付
・受付日時 ： 令和４年３月９日（水） １２：４５～１３：１０まで
・受付場所 ： 利根川上流河川事務所 ２階大会議室前

４．取材に当たっての注意事項
取材に当たっては、以下の注意事項をご確認いただき、その遵守へのご
協力をお願いします。
・会場に報道関係者用のスペースを設ける予定のため、別添資料２によ
り参加登録をお願いいたします。

・事務局の指定する時間帯以外での撮影、取材はご遠慮下さい。
・報道席でのＰＣ等の使用は、議事や他の報道の方へ迷惑にならない限
り可能です。

・取材に必要となる電源は、各社（各自）にてご用意下さい。
・携帯電話は、マナーモードにするか、電源をお切り下さい。
・会場では、着席のうえ、静粛に傍聴して下さい。
・会場での飲食及び喫煙はご遠慮下さい。
・手荷物・貴重品等の管理は各自にてお願いします。
・協議会の円滑な進行のため、係員の誘導、指示に従ってください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、以下の症状がある方は入
場をご遠慮いただきます。また、会場ではマスクの常時着用と検温の協
力をお願いします。
・風邪の症状や37.5度以上の発熱がある方
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方
・その他、ご自身の体調に不安がある方



別添資料２

第４回 利根川上流流域治水協議会 取材登録書

宛先 ： 利根川上流河川事務所 計画課

FAX番号 ： ０４８０－５２－３９７９

E-mail ： ktr-tonejo-cloud@mlit.go.jp

標記について、取材をご希望の報道機関におかれましては、

事前にご登録をお願いいたします。

ＦＡＸ及びメール送信期限：３月７日（月）１５：００まで

１． 報道機関名

２． 取材者等

（１）ご氏名

（２）ご連絡先 TEL：

Mail：

（３）取材人数 人

（４）テレビカメラの有無 有 ・ 無

「有」の場合、 台

（５）駐車場使用の場合、 台
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