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石狩川下流域の大洪水に対する減災対策を進めます 

～第５回「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～ 

 

 

 
 

 

 

 

 石狩川下流域等は、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、「石狩川下流域外減

災対策協議会」には６地域の部会を設置しています。 

 

記 

 

１ 開催日時・場所 

 ・千歳川外地域部会 

 （１）開催日時 令和２年１月２０日（月） １４：００～１６：００ 

 （２）開催場所 恵庭リサーチ・ビジネスパークセンタービル ３階 視聴覚室 

        （恵庭市恵み野北３丁目１−１) 

 ・幾春別川外地域部会 

 （１）開催日時 令和２年１月２４日（金） １３：３０～１５：３０  

 （２）開催場所 新篠津村 自治センター ２階ホール 

        （新篠津村第４６線北１２番地） 

 ・夕張川上流地域部会 

 （１）開催日時 令和２年１月２７日（月） １４：００～１５：３０ 

 （２）開催場所 由仁町役場 ３階大会議室 

            （夕張郡由仁町新光２００番地） 

 

札幌開発建設部では、石狩川下流域等における堤防の決壊や越水等に伴う氾濫に備え、河川管

理者、北海道、市町村等が連携して減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体

的、計画的に推進し、社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築することを目的

として「石狩川下流域外減災対策協議会」を設置し、減災に係る取組を進めています。 

今年度も各地域部会を開催し、減災に係る各関係機関の取組状況等を共有しますので、お知ら

せします。 

 



 ・豊平川外地域部会 

 （１）開催日時 令和２年１月３０日（木） １３：３０～１５：００ 

 （２）開催場所 札幌開発建設部 本部庁舎４階 １号会議室 

        （札幌市中央区北２条西１９丁目） 

 ・空知川地域部会 

 （１）開催日時 令和２年１月３１日（金） １３：３０～１５：３０ 

 （２）開催場所 富良野文化会館 大会議室 

        （富良野市弥生町１番２号）  

 ・雨竜川外地域部会 

 （１）開催日時 令和２年２月４日（火） １３：３０～１５：３０ 

 （２）開催場所 たきかわ文化センター ３階 小ホール 

        （滝川市新町３丁目６番４４号） 

 

２ 議事内容（予定） 

  ・減災に係る取組方針、規約の改定について 

  ・減災に係る関係機関の取組状況 

  ・関係機関からの情報提供 

  ・意見交換 

  ・その他 

 

３ 部会構成員 

   別紙のとおり 

 

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。 

  ・会議での配布資料は、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。 

   https://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 河川整備保全課 

   水防災対策官 大島 省吾（電話番号 011-611-0340 ダイヤルイン） 

   事業専門官  松本 洋光（電話番号 011-611-0340 ダイヤルイン） 

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



地域部会長 重複自治体 ( )は議題内容などにより必要に応じて参加

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

札幌開発建設部事業調整官 札幌開発建設部事業調整官 札幌開発建設部事業調整官 札幌開発建設部事業調整官 札幌開発建設部事業調整官 札幌開発建設部事業調整官
北 海 道 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 滝川河川事務所長

札幌市長 江別市長 (当別町長) 栗山町長 新篠津村長 滝川市長 雨竜町長 芦別市長

(江別市長) 南幌町長 (月形町長) 由仁町長 岩見沢市長 砂川市長 北竜町長 赤平市長

石狩市長 北広島市長 夕張市長 美唄市長 深川市長 沼田町長 (滝川市長)

当別町長 恵庭市長 三笠市長 奈井江町長 幌加内町長 (砂川市長)

長沼町長 月形町長 浦臼町長 上砂川町長 富良野市長

千歳市長 新十津川町長 歌志内市長 上富良野町長

(新篠津村長) 妹背牛町長 中富良野町長

(岩見沢市長) 秩父別町長 南富良野町長

札幌管区気象台気象防災部長 札幌管区気象台気象防災部長 札幌管区気象台気象防災部長 札幌管区気象台気象防災部長 札幌管区気象台気象防災部長 札幌管区気象台気象防災部長

旭川地方気象台次長 旭川地方気象台次長

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

空知総合振興局地域創生部長 空知総合振興局地域創生部長 上川総合振興局地域創生部長 上川総合振興局地域創生部長

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

北海道電力

株式会社

警察本部警備課長 警察本部警備課長 警察本部警備課長 警察本部警備課長 警察本部警備課長 警察本部警備課長

旭川方面本部警備課長 旭川方面本部警備課長

中央警察署長 白石警察署長 厚別警察署長 栗山警察署長 江別警察署長 滝川警察署長 芦別警察署長

東警察署長 豊平警察署長 江別警察署長 岩見沢警察署長 砂川警察署長 赤歌警察署長

西警察署長 厚別警察署長 千歳警察署長 美唄警察署長 赤歌警察署長 富良野警察署長

南警察署長 手稲警察署長 栗山警察署長 深川警察署長

北警察署長

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

総務課長 総務課長 総務課長 総務課長 総務課長 総務課長

計画課長 計画課長 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
維持管理課長
治水課長

空知総合振興局札幌建設管理部
維持管理課長
治水課長

空知総合振興局札幌建設管理部
維持管理課長
治水課長

空知総合振興局札幌建設管理部
維持管理課長
治水課長

空知総合振興局札幌建設管理部
維持管理課長
治水課長

空知総合振興局札幌建設管理部
維持管理課長
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

事 務 局

市 町 村

気 象 台

防災課長
河川計画課長
河川整備保全課長

防災課長
河川計画課長
河川整備保全課長

防災課長
河川計画課長
河川整備保全課長

防災課長
河川計画課長
河川整備保全課長

防災課長
河川計画課長
河川整備保全課長

防災課長
河川計画課長
河川整備保全課長

北海道警察

石狩川下流域外減災対策協議会 地域部会構成員

地域部会

札幌水力センター所長 旭川水力センター所長 旭川水力センター所長

空知総合振興局札幌建設管理部
滝川出張所長(副部会長）
深川出張所長

上川総合振興局旭川建設管理部
事業課長

上川総合振興局旭川建設管理部
富良野出張所長（副部会長）

空知総合振興局札幌建設管理部
滝川出張所長

北 海 道

空知総合振興局札幌建設管理部
事業課長（副部会長）
岩見沢出張所長
当別出張所長

空知総合振興局札幌建設管理部
千歳出張所長（副部会長）
岩見沢出張所長
長沼出張所長
事業課長

空知総合振興局札幌建設管理部
長沼出張所長（副部会長）

空知総合振興局札幌建設管理部
岩見沢出張所長（副部会長）
当別出張所長

別 紙


