
○幹事会の報告 

 
平成28年度 第１回 後志利別川大規模氾濫に関する 

減災対策幹事会（平成２８年５月２３日） 

 
○ 今後の進め方について 

 
○ 現状の水害リスクと取組状況について（現状と課題） 

 
○ 目標を達成するための具体的な取組項目（案）について 

 
○ フォローアップ方法について 

出席者 

所属 課所名 役職名 氏名 

せたな町 総務課 課長 原 進 

今金町 まちづくり推進課 課長 寺崎 康史 

檜山振興局 地域創生部 地域政策課 主査 河治 秀光 

函館建設管理部 

維持管理課 主査(河川管理) 栃山 聡 

今金出張所 
次長兼施設保全室長 加藤 久雄 

主査(管理調整) 矢野 一博 

函館地方気象台 

台長 木村 篤 

防災管理官 
防災管理官 鈴木 鉄雄 

水害対策気象官 松川 和靖 

北海道警察 函館方面 

せたな警察署 
せたな警察署 警備係長 成田 幸典 

檜山広域行政組合 
せたな消防署 主幹（警防・救急担当) 寺分 隆二 

今金消防署 警防係長 出村 隆 

函館開発建設部 

次長 山越 明博 

公物管理課 課長 上原 浩司 

防災対策官 防災対策専門官 菊池 武 

工務課 流域計画官 旭  峰雄 

今金河川事務所 

所長 田中 史雄 

副所長 池上 善晃 

河川課長 橋本 達也 

管理係長 前薗 太郎 

工務専門官 竹原 隆博 

河川防災専門官 高橋 輝好 

計画係員 澤谷 裕貴 

工務係員 栗本 茂季 

今金河川事務所 

（美利河ダム管理支所） 

支所長 山本 裕之 

管理係長 北清 竜也 

開発専門職 加澤 貴則 

 

 

 

資料１ 



 

 
 

平成28年度 第２回 後志利別川大規模氾濫に関する 

減災対策幹事会（平成２８年８月２９日） 

 

○ 「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく後志利別川の減災に係る取組方

針 （案）について 

 

○ 今後の進め方について 

 

出席者 

所属 課所名 役職名 氏名 

せたな町 総務課 防災係長 斉藤 哲章 

今金町 まちづくり推進課 課長 寺崎 康史 

檜山振興局 地域創生部 地域政策課 主査 河治 秀光 

函館建設管理部 今金出張所 
次長兼施設保全室長 加藤 久雄 

主査(管理調整) 矢野 一博 

函館地方気象台 

台長 木村 篤 

防災管理官 
防災管理官 鈴木 鉄雄 

水害対策気象官 松川 和靖 

北海道警察 函館方面 

せたな警察署 
せたな警察署 警備係長 成田 幸典 

檜山広域行政組合 
せたな消防署 主幹（警防・救急担当) 寺分 隆二 

今金消防署 主幹（警防担当） 坂本 一茂 

函館開発建設部 

 次長 遠藤 達哉 

公物管理課 課長 上原 浩司 

防災対策官 防災対策専門官 菊池 武 

工務課 流域計画官 旭  峰雄 

今金河川事務所 

副所長 池上 善晃 

工務専門官 竹原 隆博 

工務係長 前川 信也 

計画係員 澤谷 裕貴 

工務係員 栗本 茂季 

今金河川事務所 

（美利河ダム管理支所） 

支所長 山本 裕之 

管理係長 北清 竜也 

開発専門職 加澤 貴則 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

平成29年度 第３回 後志利別川大規模氾濫に関する 

減災対策幹事会（平成２９年６月１９日） 

 

○ 減災対策協議会の規約改定について 

○ 北海道管理河川における現状の水害リスクや取組状況について 

○ 流域タイムラインへの取組について 

○ 減災対策取組のフォローアップについて 

○ 今後の予定について 

 

出席者 

所属 課所名 役職名 氏名 

せたな町 総務課 
総務課長 原 進 

防災係長 斉藤 哲章 

今金町 まちづくり推進課 課長 寺崎 康史 

檜山振興局 地域創生部 地域政策課 専門主任 富野 彰人 

函館建設管理部 

用地管理室 維持管理課 主査（河川管理） 栃山 聡 

今金出張所 

次長兼施設保全室長 近井 泰秀 

主査（管理調整） 矢野 一博 

主査（治水） 金子 雅行 

函館地方気象台 防災管理官 水害対策気象官 松川 和靖 

北海道警察 函館方面 

せたな警察署 
せたな警察署 警備係主任 佐藤 優吾 

檜山広域行政組合 
せたな消防署 主幹（警防・救急担当) 寺分 隆二 

今金消防署 主幹（警防担当） 坂本 一茂 

函館開発建設部 

 次長 遠藤 達哉 

公物管理課 課長 中田 善則 

防災対策官 防災対策官 髙橋 敦 

工務課 
課長 甲斐 明 

流域計画官 三佐川 剛昌 

今金河川事務所 

所長 秋山 泰祐 

副所長 池上 善晃 

河川課長 橋本 達也 

河川防災専門官 高橋 輝好 

事業専門官 則藤 正信 

計画係員 澤谷 裕貴 

今金河川事務所 

（美利河ダム管理支所） 
管理係長 飛田 大輔 

 


