
 

 
 

○担当者部会の報告 

 
石狩川下流減災対策委員会 豊平川外 担当者部会（第１回）（平成２８年８月５日） 

 

○ 「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく石狩川下流の減災に係る取組 

方針（案）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） 

・ 概ね５カ年の取組（案）について 

 

○ 今後の進め方について 
 

○ フォローアップ方法について 
 

出席者 

所属 課所名 役職名 

札幌管区気象台 気象防災部予報課 水害対策気象官 

札幌管区気象台 気象防災部防災調査課 調査官 

石狩振興局 地域創生部地域政策課 主査（防災） 

空知総合振興局 札幌建設管理部 事業課長 

空知総合振興局 札幌建設管理部 維持管理課主幹 

空知総合振興局 札幌建設管理部当別出張所 施設保全室長 

空知総合振興局 札幌建設管理部当別出張所 主査（管理調整） 

札幌市 危機管理対策室危機管

理対策部危機管理課 

計画・原子力災害対

策担当課長 

札幌市 危機管理対策室危機管

理対策部危機管理課 

防災計画担当 

石狩市 総務部総務課危機管理担当 主任 

当別町 建設水道部建設課管理

住宅係 

係長 

当別町 総務部総務課総務係 主事 

北海道電力㈱ 札幌水力センター土木部 課長 

札幌開発建設部 河川管理課 事業専門官 

札幌開発建設部 札幌河川事務所 所長 

札幌開発建設部 札幌河川事務所 副所長 

札幌開発建設部 札幌河川事務所 計画課長 

札幌開発建設部 札幌河川事務所 河川防災専門官 

札幌開発建設部 豊平川ダム統合事務所 所長 

札幌開発建設部 豊平川ダム統合事務所 管理課長 



 

 
 

○担当者部会の報告 

 
石狩川下流減災対策委員会 千歳川外担当者部会（第１回）（平成２８年８月２日） 

 

○ 「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく石狩川下流の減災に係る取組 

方針（案）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） 

・ 概ね５カ年の取組（案）について 

 

○ 今後の進め方について 

 

○ フォローアップ方法について 

 

出席者 

所属 課所名 役職名 

札幌管区気象台 気象防災部予報課 洪水情報係長 

札幌管区気象台 気象防災部防災調査課 調査官 

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 札幌建設管理部 

用地管理室維持管理課 

主幹 

空知総合振興局 札幌建設管理部 

岩見沢出張所 

主幹（管理調整） 

空知総合振興局 札幌建設管理部 

千歳出張所 

所長 

江別市 総務部危機対策室 参事 

江別市 建設部土木事務所治水課 治水係主任 

南幌町 総務課 総務グループ主査 

南幌町 総務課 総務グループ主事 

北広島市 防災・庁舎建設課 課長 

北広島市 防災・庁舎建設課 主査 

恵庭市 総務部基地防災課 主査 

恵庭市 総務部基地防災課 主事 

恵庭市 建設部土木課 課長 

恵庭市 建設部土木課 主査 

長沼町 都市整備課 課長 

長沼町 総務政策課 防災対策官 

千歳市 総務部危機管理課 防災・危機対策係長 



 

 
 

新篠津村 総務課 主幹 

岩見沢市 総務部防災対策室 防災対策係長 

当別町 建設水道部建設課 管理住宅係長 

当別町 総務部総務課 総務係主事 

月形町 総務課 危機管理係長 

札幌開発建設部 河川管理課 課長補佐 

札幌開発建設部 河川管理課 事業専門官 

札幌開発建設部 千歳川河川事務所 所長 

札幌開発建設部 千歳川河川事務所総務課 課長 

札幌開発建設部 千歳川河川事務所総務課 管理係長 

札幌開発建設部 千歳川河川事務所計画課 課長 

札幌開発建設部 千歳川河川事務所計画課 河川防災専門官 

札幌開発建設部 千歳川河川事務所計画課 維持補修係長 

札幌開発建設部 千歳川河川事務所計画課 維持補修係主任 

札幌開発建設部 江別河川事務所計画課 課長 

札幌開発建設部 江別河川事務所計画課 河川防災専門官 

 

 

 

  



 

 
 

 

○担当者部会の報告 

 
石狩川下流減災対策委員会 夕張川上流担当者部会（第１回）（平成２８年８月１日） 

 

○ 「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく石狩川下流の減災に係る取組 

方針（案）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） 

・ 概ね５カ年の取組（案）について 

 

○ 今後の進め方について 

 

○ フォローアップ方法について 

 

出席者 

所属 課所名 役職名 

空知総合振興局 地域創生部 主幹 

札幌建設管理部 用地管理室維持管理課 主幹 

札幌建設管理部 長沼出張所 所長 

札幌管区気象台 気象防災部予報課 洪水情報係長 

札幌管区気象台 総務部業務課 技術専門官 

栗山町 総務課 主幹 

由仁町 総務課 主幹 

夕張市 消防本部 統括課長兼予防課長 

札幌開発建設部 河川管理課 補佐 

札幌開発建設部 河川管理課 事業専門官 

札幌開発建設部 夕張川ダム総合管理事務所 副所長 

札幌開発建設部 江別河川事務所 所長 

札幌開発建設部 江別河川事務所 副所長 

札幌開発建設部 江別河川事務所 総務課長 

札幌開発建設部 江別河川事務所 計画課長 

札幌開発建設部 江別河川事務所 河川防災専門官 

札幌開発建設部 江別河川事務所 維持補修係長 

 

 

 

  



 

 
 

 

○担当者部会の報告 

 
石狩川下流減災対策委員会 幾春別川外担当者部会（第１回）（平成２８年８月５日） 

 

○ 「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく石狩川下流の減災に係る取組 

方針（案）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） 

・ 概ね５カ年の取組（案）について 

 

○ 今後の進め方について 

 

○ フォローアップ方法について 

 

出席者 

所属 課所名 役職名 

新篠津村 総務課 主幹 

岩見沢市 防災対策室 防災対策係長 

美唄市 危機管理対策室 主査 

三笠市 生活安全センター 交通防災係長 

月形町 総務課 危機管理係長 

札幌管区気象台  水害対策気象官 

札幌管区気象台 気象防災部防災調査課 調査官 

空知総合振興局 地域創生部 主幹 

空知総合振興局 札幌建設管理部用地管理室

維持管理課 

主幹 

岩見沢出張所  施設保全室長 

岩見沢出張所  主査（管理調整） 

当別出張所  施設保全室長 

当別出張所  主査（管理調整） 

岩見沢河川事務所  所長 

札幌開発建設部河川管理課  事業専門官 

岩見沢河川事務所  副所長 

岩見沢河川事務所  総務課長 

岩見沢河川事務所  計画課長 

岩見沢河川事務所 計画課 事業専門官 

岩見沢河川事務所 計画課 維持補修係長 

 



 

 
 

○担当者部会の報告 

 
石狩川下流減災対策委員会 雨竜川外担当者部会（第１回）（平成２８年８月１日） 

 

○ 「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく石狩川下流の減災に係る取組 

方針（案）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） 

・ 概ね５カ年の取組（案）について 

 

○ 今後の進め方について 

 

○ フォローアップ方法について 

 

出席者 

所属 課所名 役職名 

札幌管区気象台 予報課 係長 

札幌管区気象台 業務課 技術専門官 

旭川地方気象台  水害対策気象官 

空知総合振興局 地域創生部 主幹 

空知総合振興局 維持管理課 主幹 

上川総合振興局 地域創生部 主幹 

空知総合振興局 滝川出張所 室長 

空知総合振興局 深川出張所 次長 

滝川市 防災危機対策室 室長 

深川市 自治防災室 係長 

浦臼町 総務課庶務係 係長 

新十津川町 総務課 主査 

妹背牛町 総務課 主事 

秩父別町 建設課 課長 

北竜町 総務課  

沼田町 総務財政課 主査 

幌加内町 総務課 主事 

北海道電力 旭川水力センター 課長 

札幌開発建設部 河川管理課 課長補佐 

札幌開発建設部 河川管理課 事業専門官 

札幌開発建設部 滝川河川事務所 所長 

  



 

 
 

 

○担当者部会の報告 

 
石狩川下流減災対策委員会 空知川担当者部会（第１回）（平成２８年８月８日） 

 

○ 「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく石狩川下流の減災に係る取組 

方針（案）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） 

・ 概ね５カ年の取組（案）について 

 

○ 今後の進め方について 

 

○ フォローアップ方法について 

出席者 

 

所属 課所名 役職名 

札幌開発建設部 空知川河川事務所 所長 

札幌開発建設部 滝川河川事務所 所長 

札幌開発建設部 河川管理課 事業専門官 

芦別市 総務課 主幹 

赤平市 総務課 課長 

滝川市 総務部防災危機対策室 室長 

富良野市 総務課 総務係長 

富良野市  係長 

上富良野町 総務課 課長 

中富良野町 総務課 課長補佐 

南富良野町 防災安全推進室 室長 

南富良野町  主幹 

札幌管区気象台 気象防災部予報課 水害対策気象官 

札幌管区気象台 総務部業務課 技術専門官 

旭川地方気象台  水害対策気象官 

空知総合振興局 地方創生部 主幹 

空知総合振興局 札幌建設管理部滝川出張所 施設保全室長 

空知総合振興局  調査員 

上川総合振興局 旭川建設管理部 

富良野出張所 

所長 

上川総合振興局 旭川建設管理部維持管理課 主査（河川管理） 



 

 
 

北海道電力 旭川水力センター芦別土木課 課長 

北海道電力  副主幹 

札幌開発建設部 空知川河川事務所 総務課長 

札幌開発建設部  河川課長 

札幌開発建設部  河川防災専門官 

札幌開発建設部  管理係長 

札幌開発建設部  工務係長 

 


