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石狩川下流における減災対策について意見交換 
～「石狩川下流減災対策委員会」各部会を開催します～ 

 

 

 

 

 

札幌開発建設部では、石狩川下流地域において大規模な氾濫の発生に備え、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、計画的に推進するために、国、北海道、市町村等からなる「石

狩川下流減災対策委員会」を設置し、「水防災意識構築社会」の再構築を進めてきています。 

石狩川下流域は、主要支川の流域面積が他の１級水系に相当し、大規模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、主要支川ごとに部会を開催し、各

市町村長等に参加いただき、減災に係る取組について意見交換を行いますので、お知らせします。 

 

記 

 

 

１ 開催日時・場所 

 

・幾春別川外部会 

（１） 開催日時 平成２９年２月２０日（月） １４：００～１６：００ 

（２） 開催場所 岩見沢市民会館 １階多目的室１・２ 

         （岩見沢市９条西４丁目１－１） 

 

・夕張川上流部会 

（１） 開催日時 平成２９年２月２１日（火） １５：００～１７：００ 

（２） 開催場所 江別河川事務所 １階会議室 

         （江別市高砂町５番地） 

 

・豊平川外部会 

（１） 開催日時 平成２９年２月２３日（木） １３：３０～１５：００ 

（２） 開催場所 札幌開発建設部 ４階１号会議室 

         （札幌市中央区北２条西１９丁目） 

 

・千歳川外部会 

（１） 開催日時 平成２９年２月２４日（金） １５：３０～１７：００ 

（２） 開催場所 恵庭市民会館 ３階中ホール 

         （恵庭市新町１０番地） 

この度、国、北海道、市町村等が連携・協力して、大規模氾濫に対する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、計画的に推進するため、各市町村長等が参加する「石

狩川下流減災対策委員会」の各部会を下記のとおり開催します。 



・空知川部会 

（１） 開催日時 平成２９年２月２７日（月） １５：００～１７：００ 

（２） 開催場所 富良野文化会館 ２階中会議室 

         （富良野市弥生町１番２号） 

 

・雨竜川外部会 

（１） 開催日時 平成２９年３月 ３日（金） １５：００～１７：００ 

（２） 開催場所 ホテル三浦華園 ２階ライラックホール 

         （滝川市花月町１丁目２番２６号） 

 

２ 議事内容（予定） 

   ・平成２８年の気象と台風被害について 

   ・流域タイムラインの取組について 

   ・担当者部会の報告について 

   ・各市町村における減災に係る取組について 

 

３ 部会構成員 別紙のとおり 

 

    

      
【総合的な問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 

         河川管理課 課長      秋山 泰祐（電話番号 011-611-0340 ダイヤルイン） 

                  河川管理課 課長補佐    久保 徳彦（電話番号 011-611-0340 ダイヤルイン） 

 

【各部会の問合せ先】  国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 

 豊平川外部会 

  札幌河川事務所  計画課 課長      松本 政徳（電話番号 011-581-3235 代表） 

  札幌河川事務所  計画課 河川防災専門官 藤倉 厚 （電話番号 011-581-3235 代表） 

千歳川外部会 

  千歳川河川事務所 計画課 課長      古賀 文雄（電話番号 0123-24-1114 代表） 

  千歳川河川事務所 計画課 河川防災専門官 谷 昭彦 （電話番号 0123-24-1114 代表） 

 夕張川上流部会 

  江別河川事務所  計画課 課長      横山 洋 （電話番号 011-382-2358 代表） 

  江別河川事務所  計画課 河川防災専門官 小澤 徹 （電話番号 011-382-2358 代表） 

幾春別川外部会 

  岩見沢河川事務所 計画課 課長       池田 共実（電話番号 0126-23-9555 代表） 

岩見沢河川事務所 計画課 事業専門官    鈴木 将 （電話番号 0126-23-9555 代表） 

雨竜川外部会 

  滝川河川事務所  計画課 課長      渡邊 智明（電話番号 0125-76-2211 代表） 

  滝川河川事務所  計画課 河川防災専門官 小林 充邦（電話番号 0125-76-2211 代表） 

空知川部会 

  空知川河川事務所 河川課 課長      大角 賢一（電話番号 0124-24-4111 代表） 

  空知川河川事務所 河川課 河川防災専門官 吉田 一記（電話番号 0124-24-4111 代表） 

  



◎印は部会長

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 ◎千歳川河川事務所長 ◎江別河川事務所長 ◎岩見沢河川事務所長 ◎滝川河川事務所長 ◎空知川河川事務所長

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

市 町 村 札幌市長 江別市長 栗山町長 新篠津村長 滝川市長 芦別市長

江別市長 南幌町長 由仁町長 岩見沢市長 砂川市長 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 滝川市長

当別町長 恵庭市長 三笠市長 奈井江町長 砂川市長

長沼町長 月形町長 浦臼町長 富良野市長

千歳市長 新十津川町長 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

当別町長 雨竜町長

月形町長 北竜町長

沼田町長

幌加内町長

上砂川町長

歌志内市長

気象防災部防災調査課長(札幌) 気象防災部防災調査課長(札幌) 気象防災部防災調査課長(札幌) 気象防災部防災調査課長(札幌) 気象防災部防災調査課長(札幌) 気象防災部防災調査課長(札幌)

気 象 台 気象防災部予報課長(札幌) 気象防災部予報課長(札幌) 気象防災部予報課長(札幌) 気象防災部予報課長(札幌) 気象防災部予報課長(札幌) 気象防災部予報課長(札幌)

防災管理官（旭川） 防災管理官（旭川）

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

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

北海道電力

株式会社

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

事 務 局 　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

　防災課長 　防災課長 　防災課長 　防災課長 　防災課長 　防災課長

　河川計画課長 　河川計画課長 　河川計画課長 　河川計画課長 　河川計画課長 　河川計画課長

　河川管理課長 　河川管理課長 　河川管理課長 　河川管理課長 　河川管理課長 　河川管理課長

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

石狩川下流減災対策委員会　部会構成員

部　　　　会 

北海道

開　発
建設部

※下線は他部会と重複する自治体首長     （敬称略）

別 紙


