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石狩川下流地域の大洪水に対する減災対策を進めます 
 

～「石狩川下流域外減災対策協議会」各地域部会を開催します～ 
 

 

 

 

 

 

これまでに「石狩川下流減災対策委員会」では、洪水に関する情報を提供する河川管理者と地域

の防災に責任を有する者が一体となって「石狩川下流の減災に係る取組方針」を平成２８年１１月

４日に取りまとめたところです。「石狩川下流の減災に係る取組方針」では、札幌開発建設部が管

理する石狩川下流域のみならず、北海道管理河川や札幌市管理河川にも拡大し、減災に向けたハー

ド・ソフト対策を一体的・総合的・計画的に取り組むこととしました。 

石狩川下流域は、主要地域・支川にそれぞれ特徴があり、大規模な洪水、氾濫時に想定される課

題や重点的に推進すべき取組内容もそれぞれ異なると想定されることから、６地域ごとに部会を設

置しています。 

 

 

記 

 

１ 開催日時・場所 

・幾春別川外地域部会 

（１） 開催日時 平成２９年１２月１８日（月） １４：００～１６：００ 

（２） 開催場所 空知総合振興局 ５階会議室 

         （岩見沢市８条西５丁目） 

 

※他の地域部会については、日程を調整中です。決まりましたら改めてお知らせします。 

 

２ 議事内容（予定） 

  ・減災に係る各機関による取組状況の共有 

  ・石狩川下流域外の減災に関する北海道の取組方針について  

 

３ 部会構成員 別紙のとおり 

 

札幌開発建設部では、今年６月の水防法改正に伴い「石狩川下流減災対策委員会」を７月５日

から「石狩川下流域外減災対策協議会」に再編しました。 

今回、新たな協議会の下、地域部会を設置し、各市町村長等に参加いただき、減災に係る取組

について進めていきますので、お知らせします。 



４ そ の 他 

  ・会議は取材可能ですが、カメラ撮影は、会議冒頭部分のみでお願いします。 

・会議での配付資料は、後日、札幌開発建設部のホームページに掲載します。 

・これまでに開催した｢石狩川下流域外減災対策協議会｣の会議資料等は以下でご覧いただけま

す。 

http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_keikaku/kluhh400000066zp.html    

 

    

      
【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 

     河川管理課 課長      平垣 貴俊（電話番号 011-611-0340 ダイヤルイン） 

         河川管理課 事業専門官   山本 重樹（電話番号 011-611-0340 ダイヤルイン） 

 

   北海道 空知総合振興局 札幌建設管理部  

     事業室     治水課     課長  米谷  功（電話番号 011-561-0452 ダイヤルイン） 

     用地管理室 維持管理課 主幹  佐藤 和弘(電話番号 011-561-0411 ダイヤルイン） 

 

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