令和４年６月２８日

洪水期に備え、減災対策・流域治水の取組を推進
～オホーツク管内の「減災対策協議会」と「流域治水協議会」を同日開催～
オホーツク管内の国、北海道、市町などの防災関係機関が一堂に会し、減災・流域治水対策の
推進に向けた協議会を開催します。
減災対策協議会では、社会全体で洪水に備える「水防災意識社会」再構築の取組をさらに推進し、
水害による「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」を実現するため、国、北海道、市町等が
連携し「減災に関する取組方針」を策定しており、その取組状況についてのフォローアップ等を行
います。
流域治水協議会では、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、これ
まで河川管理者が行ってきた治水対策に加え、流域内のあらゆる関係者が協働してハード、ソフト
両面に渡る流域対策を行う「流域治水プロジェクト」を計画的に推進するため、関係機関への情報
共有や今後の取組についての確認等を行います。
今回、両協議会について、下記のとおり同日開催することとしましたのでお知らせします。
なお、網走川については、これまで流域対策を検討してきた「網走川流域における新たな検討の
場」についても同日開催します。
記
１．開 催 日 時

令和 4 年 7 月 5 日（火）
流域治水協議会及び、網走川流域における新たな検討の場
開始時刻 13:15～
減災対策協議会 開始時刻 14:00～（上記終了後）

２．開 催 方 法

ＷＥＢ会議

３．議事次第（案）

別紙 1、2 のとおり

４．協議会の構成員

別紙 3 のとおり

５．そ

の

他

・両協議会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、報道関係者に限りＷＥＢ上及び網走開発
建設部での傍聴とさせていただきます。別紙 4 により事前の申し込みをお願いいたします。
・協議会資料及び当日の議事概要については、網走開発建設部のホームページに後日掲載いたし
ます。
・各減災対策協議会及び各流域治水協議会のこれまでの経緯等は、網走開発建設部のホームペー
ジに掲載しています。
【網走川ほか減災対策協議会】https://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/icrceh00000049w0.html
【常呂川減災対策協議会】

https://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/icrceh00000049y5.html

【湧別川ほか減災対策協議会】https://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/icrceh0000004a1y.html
【渚滑川ほか減災対策協議会】https://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/icrceh0000004a5r.html
【網走川ほか流域治水協議会】https://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/icrceh000000dmv7.html
【常呂川流域治水協議会】

https://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/icrceh000000dn0f.html

【湧別川流域治水協議会】

https://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/icrceh000000dn6x.html

【渚滑川流域治水協議会】

https://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/icrceh000000dndf.html

【網走川流域における新たな検討の場】
https://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/icrceh000000cf1l.html

【問合せ先】 国土交通省

北海道開発局

治水課 課

網走開発建設部

長

萬谷 俊哉（電話番号0152-44-6445）

課長補佐

石郷岡 淳（電話番号0152-44-6449）

網走開発建設部ＨＰ https://www.hkd.mlit.go.jp/ab/
北海道 オホーツク総合振興局 網走建設管理部 事業室
治水課 課

長

髙橋

圭 （電話番号0152-41-0733）

別紙 1

第6回 網走川ほか流域治水協議会
第5回 網走川流域における新たな検討の場
第6回 常呂川流域治水協議会
第6回 湧別川流域治水協議会
第6回 渚滑川流域治水協議会
日 時： 令和4年7月5日（火）13：15～
開催方法：WEBによる議事
議 事 次 第（案）

1. 開会

2. 議事
(1)これまでの経緯
(2)情報提供
(3)今後の取り組みについて
(4)質疑

3. その他

4. 閉会

別紙 2
第8回 網走川ほか減災対策協議会
第8回 常呂川減災対策協議会
第8回 湧別川ほか減災対策協議会
第8回 渚滑川ほか減災対策協議会
日 時： 令和4年7月5日（火）14：00～
開催方法：WEBによる議事
議 事 次 第（案）

1. 挨拶

2. 議事
(1) 規約改正
(2) 幹事会報告
(3) 取組状況のフォローアップ
(4) 意見交換
(5) 情報提供
(6) 今後のスケジュール

3. その他

4. 閉会

別紙－３

各協議会 構成員一覧
協議会名

網走川ほか減災対策協議会

網走開発建設部長【会長】
網走開発建設部次長
オホーツク総合振興局長【副会長】
網走地方気象台長
陸上自衛隊第6普通科連隊長
北海道警察北見方面本部警備課長
網走警察署長
美幌警察署長
構成員 網走市長
大空町長
美幌町長
津別町長
網走地区消防組合消防長
美幌・津別広域事務組合消防長

常呂川減災対策協議会

湧別川ほか減災対策協議会

渚滑川ほか減災対策協議会

網走開発建設部長【会長】
網走開発建設部次長
オホーツク総合振興局長【副会長】
網走地方気象台長
陸上自衛隊第6普通科連隊長
北海道警察北見方面本部警備課長
北見警察署長

網走開発建設部長【会長】
網走開発建設部次長
オホーツク総合振興局長【副会長】
網走地方気象台長
陸上自衛隊第25普通科連隊長
北海道警察北見方面本部警備課長
遠軽警察署長

網走開発建設部長【会長】
網走開発建設部次長
オホーツク総合振興局長【副会長】
網走地方気象台長
陸上自衛隊第25普通科連隊長
北海道警察北見方面本部警備課長
紋別警察署長

北見市長
訓子府町長
置戸町長

湧別町長
遠軽町長

紋別市長
滝上町長

北見地区消防組合消防長

遠軽地区広域組合消防本部消防長

紋別地区消防組合消防長

北海道電力㈱旭川水力センター所長

協議会名

網走川ほか流域治水協議会

網走開発建設部長【会長】
オホ-ツク総合振興局長
網走市長
大空町長
美幌町長
構成員 津別町長
網走南部森林管理署長
森林整備センター北海道水源林整備事
務所長
網走地方気象台長

常呂川流域治水協議会

湧別川流域治水協議会

渚滑川流域治水協議会

網走開発建設部長【会長】
オホーツク総合振興局長
北見市長
訓子府町長
置戸町長

網走開発建設部長【会長】
オホーツク総合振興局長
湧別町長
遠軽町長

網走開発建設部長【会長】
オホーツク総合振興局長
紋別市長
滝上町長

網走中部森林管理署長
森林整備センター北海道水源林整備事
務所長
網走地方気象台長

網走西部森林管理署長
森林整備センター北海道水源林整備事
務所長
網走地方気象台長

網走西部森林管理署西紋別支署長
森林整備センター北海道水源林整備事
務所長
網走地方気象台長

別紙 4

傍聴登録
【申し込み方法】
傍聴を希望される方は、下記メールアドレス宛に事前に申込みをお願いします。
・申込メールアドレス ：

hkd-ab-gensai01＊gxb.mlit.go.jp
（＊を＠に変えて送付してください）

・申込みメールには、下記のとおり記載をお願いします。
件名

： ｢第8回減災対策協議会・第5回流域治水協議会 傍聴希望｣

本文

： 氏名（ふりがな）
社名

：

：

所属部署名

：

電話番号 ：
希望する傍聴方法（WEB もしくは、網走開発建設部会議室） ：
WEB会議URL送付先メールアドレス ：
【備考】
・WEB会議は傍聴のみとし、ご質問等がある場合は、会議後、下記の問合せ先にご連絡下さい。
・報道関係者に限り傍聴は可能ですが、カメラ撮影は会議冒頭の協議会長挨拶までとさせていた
だきます。
・会議当日までに、申込み頂いた連絡先(E-mail)に、WEB会議URLをお送り致します。
・回線容量の都合上、送付した URL は申込者限りとし、譲渡や公開等はしないでください。
また、映像等を録画、録音、転載、複写しないでください。
・協議会資料及び議事概要は、網走開発建設部のホームページに後日掲載いたします。
・報道用として協議会の写真データが必要な場合は、下記の問合せ先に連絡いただければ提供し
ます。
【問合せ先】 国土交通省

北海道開発局

治水課 課

網走開発建設部

長

萬谷 俊哉（電話番号0152-44-6445）

課長補佐

石郷岡 淳（電話番号0152-44-6449）

