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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６回「石狩川下流域外減災対策協議会」地域部会を書面で開催します～ 

 

 

 
 

石狩川下流域外減災対策協議会は、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、減災に係る取組を進めています。 

また、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つの地域部会を設置しています。 

今回の地域部会では、減災に係る各機関の取組状況等を共有することを目的としております。 

  

記 

 

１ 開催日及び開催方法 

  令和３年１月２９日（金） 書面開催（新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため） 

 

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 

 

 

第６回「石狩川下流域外減災対策協議会」地域部会を下記のとおり開催し、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。 



３ 部会構成員 

   別紙のとおり 

 

４ その他 

  ・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 

          河川管理推進官  平塚 修二（電話番号 011-611-0340 ダイヤルイン） 

   河川整備保全課 水防災対策官  三上 達也（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/ 
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　治水課長
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　治水課長
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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
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　事業課長（副部会長）
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市 町 村
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