
 

 

                

 

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日 

 

 

石狩川下流域における「流域治水」の推進に向けて 

～「石狩川（下流）水系外流域治水協議会各地域部会（第3回）」を開催～ 

 

 

 

 
 

石狩川（下流）水系外流域治水協議会各地域部会では、近年の激甚な水害や、気候変動による水

害の激甚化・頻発化に備え、あらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流

域治水」を計画的に推進することを目的として、「流域治水プロジェクト」にもとづく対策の実施

状況についてのフォローアップ等を行います。 

  

記 

 

１ 開催日     令和 5年 2月 3 日（金） 

  

２ 開催方法    書面による開催  

 

３ 地域部会名   豊平川外地域部会、千歳川外地域部会、夕張川上流地域部会 

幾春別川外地域部会、雨竜川外地域部会、空知川地域部会 

 

４ 地域部会構成員 別紙のとおり 

 

５ 議事内容 １．１級水系流域治水プロジェクトのフォローアップについて 

２．２級水系流域治水プロジェクトのフォローアップ及び新規プロジェクト（案）   

について 

３．石狩川（下流）水系流域治水プロジェクトの取組みについて 

４．今後のスケジュールについて 

５．その他連絡事項について  

 

「石狩川（下流）水系外流域治水協議会各地域部会（第３回）」を下記のとおり開催し、石狩川

（下流）水系流域治水プロジェクトにもとづく取組状況についてのフォローアップ等を行います。 



 

６ その他  会議資料及び議事要旨は、後日、札幌開発建設部のホームページに掲載します。 

石狩川（下流）水系外流域治水協議会各地域部会のこれまでの経緯等は、札幌開発建設

部のホームページに掲載しています。 

（https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_keikaku/gburoi000000z0s1.html） 

 

 

 

 

【問合せ先】 

○協議会全般、石狩川（下流）水系流域治水プロジェクトに関わること。 

国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部（電話番号011-611-0329 ダイヤルイン） 

          流域治水対策官  森田 共胤 

      河川計画課 流域計画官  吉崎 貴博 

 

  

○２級水系流域治水プロジェクトに関わること。 

北海道 空知総合振興局 札幌建設管理部（電話番号 011-561-0452 ダイヤルイン） 

治水課 課長  立川 義通  

        

 

 

札幌開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/ 



別紙

地域単位 豊 平 川 外 千 歳 川 外 夕 張 川 上 流 幾 春 別 川 外 雨 竜 川 外 空 知 川

札幌開発建設部次長（河川） 札幌開発建設部次長（河川） 札幌開発建設部次長（河川） 札幌開発建設部次長（河川） 札幌開発建設部次長（河川） 札幌開発建設部次長（河川）

札幌開発建設部次長（農業） 札幌開発建設部次長（農業） 札幌開発建設部次長（農業） 札幌開発建設部次長（農業） 札幌開発建設部次長（農業） 札幌開発建設部次長（農業）

旭川開発建設部次長（農業）

北 海 道 札幌河川事務所長（部会長） 千歳川河川事務所長（部会長） 江別河川事務所長（部会長） 岩見沢河川事務所長（部会長） 滝川河川事務所長（部会長） 空知川河川事務所長（部会長）

開 発 局 豊平川ダム統合管理事務所長 江別河川事務所長 夕張川ダム総合管理事務所長 幾春別川ダム建設事業所長 雨竜川ダム調査事業所長 滝川河川事務所長

札幌北農業事務所長 札幌北農業事務所長 岩見沢農業事務所長 深川農業事務所長 岩見沢農業事務所長

札幌南農業事務所長 札幌北農業事務所長 岩見沢農業事務所長 富良野地域農業開発事業所長

岩見沢農業事務所長

札幌管区気象台気象防災部次長 札幌管区気象台気象防災部次長 札幌管区気象台気象防災部次長 札幌管区気象台気象防災部次長 札幌管区気象台気象防災部次長 札幌管区気象台気象防災部次長

気象台 旭川地方気象台次長 旭川地方気象台次長

北 海 道 石狩森林管理署　森林技術指導官 石狩森林管理署　森林技術指導官 空知森林管理署　森林技術指導官 空知森林管理署　森林技術指導官 空知森林管理署　森林技術指導官 空知森林管理署　森林技術指導官

森　　林 空知森林管理署　森林技術指導官 空知森林管理署北空知支署　総括森林整備官 上川南部森林管理署　森林技術指導官

管 理 局

国立研究開発法人 東北北海道整備局 東北北海道整備局 東北北海道整備局 東北北海道整備局 東北北海道整備局 東北北海道整備局

森林研究・整備機構 北海道水源林整備事務所長 北海道水源林整備事務所長 北海道水源林整備事務所長 北海道水源林整備事務所長 北海道水源林整備事務所長 北海道水源林整備事務所長

 森林整備センター

札幌市長 江別市長 夕張市長 新篠津村長 滝川市長　　　　　　　妹背牛町長 芦別市長

石狩市長 千歳市長 由仁町長 岩見沢市長 砂川市長　　　　　　　秩父別町長 赤平市長

当別町長 恵庭市長 栗山町長 美唄市長 歌志内市長　　　　　　雨竜町長 富良野市長

北広島市長 三笠市長 深川市長　　　　　　　北竜町長 上富良野町長

南幌町長 月形町長 奈井江町長　　　　　　沼田町長 中富良野町長

長沼町長 上砂川町長　　　　　　幌加内町長 南富良野町長

浦臼町長

新十津川町長

石狩振興局 空知総合振興局 空知総合振興局 空知総合振興局 空知総合振興局 空知総合振興局

　地域創生部長 　地域創生部長 　地域創生部長 　地域創生部長 　地域創生部長 　地域創生部長

　産業振興部長 　産業振興部長 　産業振興部長 　産業振興部長 　産業振興部長 　産業振興部長

　森林室長 　森林室長 　森林室長 　森林室長

空知総合振興局 石狩振興局 胆振総合振興局 石狩振興局 上川総合振興局 上川総合振興局

　森林室長 　地域創生部長 　森林室長 　地域創生部長 　地域創生部長 　地域創生部長

　産業振興部長 　産業振興部長 　産業振興部長 　産業振興部長

　地域産業担当部長 　地域産業担当部長

　南部森林室長

空知総合振興局 空知総合振興局 空知総合振興局 空知総合振興局 空知総合振興局 空知総合振興局

　札幌建設管理部　用地管理室長 　札幌建設管理部　用地管理室長 　札幌建設管理部　用地管理室長 　札幌建設管理部　用地管理室長 　札幌建設管理部　用地管理室長 　札幌建設管理部　用地管理室長

　札幌建設管理部　事業室長 　札幌建設管理部　事業室長 　札幌建設管理部　事業室長 　札幌建設管理部　事業室長 　札幌建設管理部　事業室長 　札幌建設管理部　事業室長

上川総合振興局 上川総合振興局

　旭川建設管理部　用地管理室長 　旭川建設管理部　用地管理室長

　旭川建設管理部　事業室長 　旭川建設管理部　事業室長

石狩振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部

　整備課長 　整備課長 　整備課長 　整備課長 　整備課長 　整備課長

　南部耕地出張所長 　南部耕地出張所長 　東部耕地出張所長 　東部耕地出張所長 　北部耕地出張所長

　北部耕地出張所長

石狩振興局　産業振興部 石狩振興局　産業振興部 上川総合振興局　産業振興部 上川総合振興局　産業振興部

　整備課長 　整備課長 　整備課長 　整備課長

　上川中部整備室長 　南部耕地出張所長

石狩振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部 空知総合振興局　産業振興部

　林務課長 　林務課長 　林務課長 　林務課長 　林務課長 　林務課長

空知総合振興局　森林室 空知総合振興局　森林室 胆振総合振興局　森林室 空知総合振興局　森林室 空知総合振興局　森林室 空知総合振興局　森林室

　森林整備課長 　森林整備課長 　森林整備課長 　森林整備課長 　森林整備課長 　森林整備課長

石狩振興局　産業振興部 石狩振興局　産業振興部 上川総合振興局　産業振興部 上川総合振興局　産業振興部

　林務課長 　林務課長 　林務課長 　林務課長

上川総合振興局　南部森林室

　森林整備課長

空知総合振興局　札幌建設管理部 空知総合振興局　札幌建設管理部 空知総合振興局　札幌建設管理部 空知総合振興局　札幌建設管理部 空知総合振興局　札幌建設管理部 上川総合振興局　旭川建設管理部

　事業課長（副部会長） 　千歳出張所長（副部会長） 　長沼出張所長（副部会長） 　岩見沢出張所長（副部会長） 　滝川出張所長(副部会長） 　富良野出張所長（副部会長）

　当別出張所長 　岩見沢出張所長 　岩見沢出張所長 　当別出張所長 　深川出張所長 空知総合振興局　札幌建設管理部

　長沼出張所長 　事業課長 上川総合振興局　旭川建設管理部 　滝川出張所長

　事業課長 　事業課長

札幌河川事務所 千歳川河川事務所 江別河川事務所 岩見沢河川事務所 滝川河川事務所 空知川河川事務所

　計画課長 　特定治水事業対策官 　計画課長 　計画課長 　計画課長 　河川課長

札幌開発建設部 札幌開発建設部 札幌開発建設部 札幌開発建設部 札幌開発建設部 札幌開発建設部

石狩振興局　地域創生部　主幹 空知総合振興局　地域創生部　主幹 空知総合振興局　地域創生部　主幹 空知総合振興局　地域創生部　主幹 空知総合振興局　地域創生部　主幹 空知総合振興局　地域創生部　主幹

石狩振興局　地域創生部　主幹 石狩振興局　地域創生部　主幹 上川総合振興局　地域創生部　地域政策課　主幹 上川総合振興局　地域創生部　地域政策課　主幹

空知総合振興局　札幌建設管理部 空知総合振興局　札幌建設管理部 空知総合振興局　札幌建設管理部 空知総合振興局　札幌建設管理部 空知総合振興局　札幌建設管理部 空知総合振興局　札幌建設管理部

　維持管理課長 　維持管理課長 　維持管理課長 　維持管理課長 　維持管理課長 　維持管理課長

　治水課長 　治水課長 　治水課長 　治水課長 　治水課長 　治水課長

札幌市 上川総合振興局　旭川建設管理部 上川総合振興局　旭川建設管理部

　河川事業課長 　維持管理課長 　維持管理課長

　河川管理課長 　治水課長 　治水課長

石狩川（下流）水系外流域治水協議会　地域部会構成員

地域部会 

市 町 村

北海道

　河川計画課長
　河川整備保全課長

　河川計画課長
　河川整備保全課長

事 務 局

　河川計画課長
　河川整備保全課長

　河川計画課長
　河川整備保全課長

　河川計画課長
　河川整備保全課長

　河川計画課長
　河川整備保全課長


