平 成 ２９年 ２月 ２日
中部地方整備局

国営木曽三川公園 整備・管理運営プログラム（案）に
関するご意見の募集を開始します
１．概要
国営木曽三川公園では、社会資本整備重点計画の計画期間である平成 24 年度から
28 年度における事業内容等を示すものとして、国営公園整備プログラムを作成・公表し、
これに基づき事業を推進しているところです。
平成 27 年 9 月に「社会資本整備重点計画（平成 28 年度～平成 32 年度）」が定められ
たことを受け、国営木曽三川公園事業についても、戦略的な事業展開や、社会資本の的
確な維持管理を推進するとともに、事業実施過程の透明性を確保するため、引き続き、
平成 32 年度までを計画期間とする次期国営公園整備プログラムを「国営木曽三川公園
整備・管理運営プログラム」として策定・公表し、これに基づき事業を実施する予定として
おります。
この度、「国営木曽三川公園整備・管理運営プログラム（案）」を公表し、広く国民の皆様
からのご意見を伺い、プログラムに反映させることを目的としたご意見の募集を行うことと
致しました。
●国営木曽三川公園整備・管理運営プログラム（案）、意見募集について、
詳しくは以下のＵＲＬをご覧ください。
http://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/kouen/oshirase.html#art02
２．意見募集期間

平成２９年２月３日（金）～平成２９年２月１６日（木）

３．添付資料

（別紙）意見募集要領

４．配布先

【問い合わせ先】

中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、三重県政記者クラブ

国土交通省中部地方整備局 建政部 都市整備課
課長 神山 光弘
課長補佐 松村 昭洋
電話 ０５２－９５３－８５７３（直通） ＦＡＸ ０５２－９５３－８６０５

（別紙）意見募集要領
平成 29 年 2 月２日
中 部 地 方 整 備 局

国営木曽三川公園整備・管理運営プログラム（案）への
ご意見を募集します

公共事業の透明化と計画的な執行を図るため、国営公園事業においては、５年毎に整備及
び管理運営の方針等に関する「国営公園整備・管理運営プログラム」を策定・公表し、着実
な事業の推進を図ることとしております。
この度、国営木曽三川公園においても平成 28 年度に現行の整備プログラムの計画期間が
終了することを受け、平成 28 年度から 32 年度までの次期整備・管理運営プログラム（案）
を作成しました。この案について、下記のとおり皆様からのご意見を募集いたします。

【意見募集要領】
１）意見募集期間
平成 29 年 2 月３日（金）～平成 29 年 2 月１６日（木）

２）応募方法
●電子メールの場合
下記メールアドレス宛に「意見応募用紙」を送信してください。
メールアドレス：cbr-toshiseibi@mlit.go.jp （国土交通省 中部地方整備局 都市整備課）
●ファックスの場合
別添の「意見応募用紙」にご意見を記入の上、下記の番号に送信してください。
ファックス番号：０５２－９５３－８６０５（国土交通省 中部地方整備局 都市整備課）
※通信料は発信者様のご負担となります。

●直接投函の場合
以下の場所で関係資料、募集要領、意見応募用紙、投函箱が設置されています。
受付時間など設置場所により異なりますので、詳しくは以下連絡先に事前にお問い合わ
せください。
関係資料、募集要領、意見応募用紙、投函箱設置場所一覧
設置場所

住所

電話番号

1 国土交通省 中部地方整備局 建政部 都市整備課内

名古屋市中区三の丸 2 丁目 5 番地 1 号
名古屋合同庁舎第２号館

052-953-8573

2 国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所 河川公園課内

岐阜県岐阜市忠節町５－１

058-251-1379

3 国土交通省 中部地方整備局 木曽川下流河川事務所 河川公園課内

三重県桑名市大字福島４６５

0594-24-5719

4 国営木曽三川公園 木曽三川公園センター内「水と緑の館」

岐阜県海津市海津町油島２５５－３

0584-54-5531

5 国営木曽三川公園 １３８タワーパーク内「ツインアーチ１３８」

愛知県一宮市光明寺字浦崎２１－３

0586-51-7105

6 国営木曽三川公園 河川環境楽園内「自然発見館」

岐阜県各務原市川島笠田町

0586-89-7023

7 国営木曽三川公園 フラワーパーク江南内「クリスタルフラワー」

愛知県江南市小杁町一色

0587-57-2240

8 国営木曽三川公園 アクアワールド水郷パークセンター内「総合案内所」

岐阜県海津市海津町福江５６６

0584-53-7200

9 国営木曽三川公園 長良川サービスセンター内「センターハウス」

岐阜県海津市海津町福江字角山１２０２－２

0584-54-2075

10 国営木曽三川公園 カルチャービレッジ内「輪中ドーム」

三重県桑名市長島町西川地先

0594-41-1151

●また、以下の県、市町においても資料の入手、ご意見の提出が可能です。
設置場所

住所

電話番号

11 愛知県庁 建設部 公園緑地課

名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 2 号

052-954-6526

12 岐阜県庁 都市建築部 都市公園課

岐阜県岐阜市薮田南 2 丁目 1 番 1 号

058-272-8664

13 三重県庁 県土整備部都市政策課 街路・公園グループ

三重県津市広明町１３番地

059-224-2706

14 名古屋市役所 緑政土木局緑地部 緑地事業課

愛知県名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号

052-972-2486

15 一宮市役所 まちづくり部 公園緑地課

愛知県一宮市本町 2 丁目 5 番 6 号

0586-28-8634

16 稲沢市役所 建設部 都市計画課

愛知県稲沢市稲府町１

（代表）0587-32-1111

17 江南市役所 都市整備部 まちづくり課

愛知県江南市赤童子町大堀 90

（代表）0587-54-1111

18 犬山市役所 都市整備部 都市計画課

愛知県犬山市大字犬山字東畑３６

0568-44-0330

19 扶桑町役場 産業建設部 都市整備課

愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道 330

（代表）0587-93-1111

20 各務原市役所 都市建設部 都市計画課

岐阜県各務原市那加桜町 1 丁目 69 番地

（代表）058-383-1111
（内線 2731）

21 羽島市役所 建設部 都市計画課

岐阜県羽島市竹鼻町 55

058-392-9926

22 笠松町役場 建設水道部 建設課

岐阜県羽島郡笠松町司町１番地

058-388-1117

23 岐南町役場 建設部 建設課

岐阜県羽島郡岐南町八剣 7 丁目 107 番地

058-247-1332

24 海津市役所 建設水道部 住宅都市計画課

岐阜県海津市海津町高須 515 番地

0584-53-3485

25 愛西市役所 産業建設部 都市計画課

愛知県愛西市稲葉町米野 308 番地

0567-55-7126

26 弥富市役所 開発部 都市計画課

愛知県弥富市神戸三丁目 25 番地 十四山支所

（代表）0567-65-1111

27 木曽岬町役場 総務政策課

三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地 251 番地

0567-68-6100

28 桑名市役所 都市整備部 都市整備課

三重県桑名市中央町 2-37

0594-24-1252

３）資料の入手方法
●インターネット
意見募集の対象となる「国営木曽三川公園整備・管理運営プログラム（案）」は下記の
ホームページからダウンロードできます。
■国土交通省中部地方整備局ホームページ
http://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/kouen/oshirase.html#art02

●資料配布場所
上記、「関係資料、募集要領、意見応募用紙、投函箱設置場所一覧」の場所で資料を配
布しています。

４）ご意見の取り扱い
①いただいたご意見は、「国営木曽三川公園整備・管理運営プログラム」の検討目的以外
の用途には利用しません。
②いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承くだ
さい。
③いただいたご意見は、個人が特定されない情報としてホームページ等で公開させていた
だく場合があります。
④皆様からいただきましたご意見は、十分な検討を踏まえて「国営木曽三川公園整備・管
理運営プログラム」の策定に活かします。また、その結果はホームページ等でお知らせ
します。

ファックスの場合はこのページを送信してください。FAX：０５２－９５３－８６０５

国土交通省中部地方整備局 建政部 都市整備課 宛

国営木曽三川公園整備・管理運営プログラム（案）に対する
意見応募用紙
性

別

年

齢

住

所

□男

□女

□２０歳未満

□２０代

□３０代

□５０代

□６０代

□７０歳以上

□４０代

都・道

市・区

府・県

町・村

質問１

国営木曽三川公園をこれまで利用されたことがありますか？

公園の

□月に１回以上

□年に数回程度

□数年に１回程度

□１度も利用したことがない

利用頻度

□年に１回程度

国営木曽三川公園整備・管理運営プログラムの全体について、５段階で評価し
質問２

てください。
□大変良い

□良い

□普通

□あまり良くない

□良くない

国営木曽三川公園整備・管理運営プログラムに対するご意見をご自由にお書き
ご意見

ください。

記入欄

貴重なご意見をありがとうございました。

