
 

第９回 巴川流域総合治水対策協議会 
 

時：平成 27 年３月 25 日(水)14:00 

於：静岡県庁別館８階第１会議室Ｃ・Ｄ 

 

議 事 次 第 

 

１ 開 会 

 

２ 挨 拶 

 

３ 議 事 

 

（１） 現行計画の検証 

（２）対策の検討 

（３）今後の予定 
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巴川流域総合治水対策協議会設置要領 

 

（協議会設置の目的） 

第１条 都市化の著しい巴川流域において、土地利用を含めた総合的な治水対策を講ずることにより

水害を防止し、又は軽減することを目的として、巴川流域総合治水対策協議会（以下協議会という）

を設置する。 

 

（組織） 

第２条 協議会は会長及び委員をもって組織し、別に幹事会を置く。 

２ 会長は静岡県河川砂防局長、副会長は静岡市建設局長、委員、幹事は別表に定める職にある者を

もってあてる。 

３ 幹事会は、必要があるときは専門部会、作業部会を置くことが出来る。 

 

（協議会の所掌事務） 

第３条 協議会は流域の特性に応じて総合治水対策の具体的施策等を検討選択し「流域整備計画」、「流

域水害対策計画」を策定する。 

２ 前項の「流域整備計画」、「流域水害対策計画」に基づき、総合治水対策の推進を図る。 

３ 総合治水対策の推進にあたり、計画策定後の情勢の変化に対応して必要に応じ「流域整備計画」、

「流域水害対策計画」の見直しを行う。 

 

（会議） 

第４条 協議会及び幹事会の会議は会長が招集する。 

２ 協議会の会議は会長が主宰し、幹事会の会議は、静岡県河川企画課長が主宰する。 

 

（権限） 

第５条 協議会は第３条に揚げる協議事項について協議する。ただし、事務的事項については幹事会

で協議し、その結果を次回の協議会に諮るものとする。 

 

（事務局） 

第６条 協議会の事務局は静岡県河川企画課、静岡市河川課に置き、代表事務局を静岡県河川企画課

に置く。 

 

（その他） 

第７条 この要領に定めるものの他、協議会の運営に関し、必要な事項は別に定めることができる。 

 

（付則） 

この要領は、昭和 55年 9月 10 日から施行する。 

 

第 1回改正 昭和 60年 2 月 13 日 協議会 （事務局名の変更及び幹事の追加） 

第 2回改正 平成 4年 2月 10 日 幹事会 （組織改正に伴う委員、幹事及び事務局名の変更） 

第 3回改正 平成 8年 3月 21 日 幹事会 （組織改正に伴う委員及び幹事の変更） 

第 4回改正 平成 9年 2月 12 日 幹事会 （組織改正に伴う委員及び幹事の変更） 

第 5回改正 平成 10年 3 月 27 日 幹事会 （組織改正に伴う委員及び幹事の変更） 

第 6回改正 平成 11年 3 月 26 日 幹事会 （組織改正に伴う委員及び幹事の変更） 

第 7回改正 平成 13年 2 月 8日 幹事会 （組織改正に伴う委員及び幹事の変更） 

第 8回改正 平成 16年 7 月 9日 幹事会 （組織改正に伴う委員、幹事及び事務局名の変更） 

第 9回改正 平成 17年 3 月 23 日 幹事会 （組織改正に伴う委員、幹事及び事務局名の変更） 

第 10 回改正 平成 19年 1 月 17 日 協議会 （組織改正に伴う幹事の変更） 

第 11 回改正 平成 19年 11 月 21 日 幹事会 （組織改正に伴う委員及び幹事の変更） 

第 12 回改正 平成 22年 8 月 2日 幹事会 （組織改正に伴う委員及び幹事の変更） 

第 13 回改正 平成 26年 6 月 5日 幹事会 （組織改正に伴う委員、幹事の変更） 

資料２



 

巴川総合治水対策協議会の開催経過 
 

 

○昭和 49 年 七夕豪雨による甚大な被害を契機に本格的な治水対策に着手。 

○昭和 53 年 総合治水対策特定河川への指定。 

○昭和 55 年度～ 流域の関係部局で「巴川流域総合治水対策協議会」を組織。 

⇒昭和 57 年に「巴川流域整備計画」を策定し、この計画に基づく事業進捗や

施策の効果等について当協議会で情報共有ながら、総合治水対策を推進。（平

成 20 年度までに協議会７回、幹事会 20 回を開催） 

○H21 年４月 巴川が特定都市河川に指定。 

⇒平成 22 年３月に「流域水害対策計画」を策定したことから、この計画をよ

り効率的・効果的にマネージメントするための協議の場が必要となった。 

○平成 22 年度 第 21 回幹事会において、協議会の設置要領に基づき「巴川総

合治水対策協議会 進捗管理専門部会」の設置が了承された。 

○平成 23 年度より、進捗管理専門部会を開催し、担当レベルによる事業の進

捗管理等を行い、情報共有を図る。（以降、毎年６月に会議を開催） 

○平成 25 年６月に開催した進捗管理専門部会において、流域整備計画・流域

水害対策計画の検証を行い、幹事長に報告。 

○平成 26 年 10 月の台風 18 号による浸水被害を受け、11 月に「第８回巴川流

域総合治水対策協議会」を開催した。 

  

資料３



巴川流域総合治水対策協議会の運営状況 

 

 

昭和55年9月10日 第1回 巴川流域治水対策協議会 協議会  協議会の設立

昭和55年12月16日 第1回 巴川流域治水対策協議会 幹事会 流域整備計画、同実施要領の検討

昭和56年6月23日 第2回 巴川流域治水対策協議会 幹事会 流域整備計画、同実施要領の検討

昭和56年9月7日 第3回 巴川流域治水対策協議会 幹事会 流域整備計画、同実施要領の検討

昭和57年2月9日 第4回 巴川流域治水対策協議会 幹事会 流域整備計画、同実施要領の検討

昭和57年3月10日

昭和57年5月17日 第2回 巴川流域治水対策協議会 協議会 流域整備計画、同実施要領の策定

昭和58年3月

昭和59年3月

昭和59年8月7日 第5回 巴川流域治水対策協議会 幹事会 今後の方針、関係機関への協力要請

昭和60年2月13日 第3回 巴川流域治水対策協議会 協議会 今後の方針、関係機関への協力要請

昭和62年3月26日 第6回 巴川流域治水対策協議会 幹事会 「治水対策事業の進捗状況」等の報告

昭和62年6月2日 第4回 巴川流域治水対策協議会 協議会 「治水対策事業の進捗状況」等の報告

平成元年6月13日 第7回 巴川流域治水対策協議会 幹事会 「治水対策事業の進捗状況」等の報告

平成元年9月12日 第5回 巴川流域治水対策協議会 協議会 「治水対策事業の進捗状況」等の報告

平成3年5月15日

平成4年2月10日 第8回 巴川流域治水対策協議会 幹事会 「治水対策事業の進捗状況」等の報告

平成8年3月21日 第9回 巴川流域治水対策協議会 幹事会 「治水対策事業の進捗状況」等の報告

平成9年2月12日 第10回 巴川流域治水対策協議会 幹事会 「治水対策事業の進捗状況」等の報告

平成10年3月27日 第11回 巴川流域治水対策協議会 幹事会 「流域整備計画」見直しについて

平成11年1月20日 第12回 巴川流域治水対策協議会 幹事会 「新流域整備計画」の検討

平成11年3月26日 第6回 巴川流域治水対策協議会 協議会 「新流域整備計画」の策定

平成13年2月8日 第13回 巴川流域治水対策協議会 幹事会 「治水対策事業の進捗状況」等の報告

平成16年7月9日 第14回 巴川流域治水対策協議会 幹事会 「治水対策事業の進捗状況」等の報告

平成17年3月23日 第15回 巴川流域治水対策協議会 幹事会 平成17年度の組織、第2工区の現状と課題について

平成17年6月24日 第16回 巴川流域治水対策協議会 幹事会 「治水対策事業の進捗状況」等の報告

平成19年1月17日
第7回
第17回

巴川流域治水対策協議会
巴川流域治水対策協議会

協議会
幹事会

「治水対策事業の進捗状況」等の報告
第2工区の整備について

平成19年11月21日 第18回 巴川流域治水対策協議会 幹事会 「特定都市河川浸水被害対策法」の適用について

平成20年7月22日 第19回 巴川流域治水対策協議会 幹事会
「治水対策事業の進捗状況」等の報告
巴川水系治水計画について

平成21年1月16日 第20回 巴川流域治水対策協議会 幹事会
特定都市河川浸水被害対策法の指定告示について
流域水害対策計画について

平成22年8月2日 第21回 巴川流域治水対策協議会 幹事会
「巴川流域に関わる計画」等の報告
進捗管理について

平成26年6月5日 第22回 巴川流域治水対策協議会 幹事会 「治水対策事業の進捗状況」等の報告

平成26年11月11日 第8回 巴川流域治水対策協議会 協議会 台風18号による被害状況と対策の検討について

平成27年3月19日 第23回 巴川流域治水対策協議会 幹事会 現行計画の検証と対策の検討について

年 月 日 議 題 等会議名及び活動内容

総合治水推進週間行事「巴川を語る・安心して
住めるまちづくり」(流域サミット)の開催。

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ「安全なくらしをめざして」の作成。

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ「流出抑制施設の設置例」の作成。

巴川流域浸水実績図の公表を行う。


