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気候変動に対する備えを 

北海道内の河川において強化します 
～平成28年8月北海道大雨激甚災害を踏まえた水防災対策検討委員会のとりまとめ～ 

 

 

 

 

平成２８年８月に北海道で発生した大雨災害を踏まえ、国土交通省北海道開発局と北海道は

共同で、「平成２８年８月北海道大雨激甚災害を踏まえた水防災対策検討委員会」（委員長：

中央大学理工学部 山田正教授）を設置し、今回の大雨災害について、気象、治水、防災等の

観点から検証を行い、今後の水防災対策のあり方を検討してきました。このたび、委員会の報

告がとりまとめられましたのでお知らせいたします。本報告においては、日本においても特に

気候変動の影響が大きいと予測されている北海道が先導的に気候変動への適応策に取り組むべ

きとされ、激甚化する災害に対してハード対策とソフト対策を総動員して取り組むことなどが

指摘されています。 

今後、国土交通省北海道開発局及び北海道は、本報告を踏まえた行動計画により、北海道に

おける将来の気候変動の影響予測、当該予測を踏まえた水害リスクの評価、評価を考慮した治

水対策の検討などについて、十勝川等のモデル河川から検討を開始し、順次全道に展開して参

ります。 

 

添付資料 

○平成２８年８月北海道大雨激甚災害を踏まえた今後の水防災対策のあり方 

・委員会報告本文、委員会報告概要、参考資料 

○委員会報告を踏まえた北海道開発局及び北海道の行動計画 

（参考）委員会の経過や資料等は、以下ホームページをご覧ください。 

     http://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/kawa_kei/ud49g7000000f0l0.html 

このたび、「平成２８年８月北海道大雨激甚災害を踏まえた水防災対策検討委員会」の報告が

とりまとめられました。今後、国土交通省北海道開発局及び北海道は、本報告を踏まえた行動計

画により、気候変動への適応策に向け、具体の取組を推進して参ります。 

【問合せ先】 

 国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

       建設部 河川計画課 河川企画官    時岡 真治（内線 5292） 

               河川調整推進官  空閑 健 （内線 5288） 
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を踏まえた今後の水防災対策のあり方 

 

～気候変動への適応により、命を守り国土の保全と発展へ～ 
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１．はじめに 

平成 28 年 8 月、観測史上初めて 1 週間に 3 個の台風が北海道に上陸し、さらに

台風第 10 号の接近により、全道各地で記録的な大雨となった。これにより、石狩

川水系空知川、十勝川水系札内川など9河川で堤防が決壊し、79河川で氾濫が発生、

人的被害や多数の住宅被害など、甚大な被害が発生した。また、多数の道路、鉄道

の被災や橋梁流出等により交通網が途絶するとともに、広範囲に及ぶ農地被害や食

品加工場の被災により日本の食料供給に影響を与えるなど、日本及び北海道の歴史

の中でも大規模かつ広域的な被害が発生した。ダムや河川改修などのこれまでの社

会資本整備は、今回の大雨災害の被害軽減に大きく寄与したが、激甚化する気象災

害に対して不十分であることが明らかになった。 

北海道は、明治時代に開拓が始まって以降、食料増産を目的とした農地の開拓が

行われ、治水事業の進展とともに農地開発や市街地の拡大が進み、時代の要請に応

じ、日本を支えるエネルギー、食料供給基地として発展してきた。北海道開発の主

眼は、時代の変遷に伴い変化しているが、一貫してその時々の日本の課題の解決に

寄与するため、総合的な開発が進められてきている。平成 28 年 3 月に閣議決定さ

れた「北海道総合開発計画」※1では、北海道の開発を進めていくに当たって、世界

のフロンティアとして先導する気概を持ち、地域の発展と我が国の課題解決を通じ、

我が国全体への貢献を果たすこととされている。また、この計画では、人口減少社

会においても、アジアを始め世界の需要を取り込み地域の経済発展を牽引する核と

なり得る「食」「観光」を北海道の戦略的産業と位置付け重点的に施策を推進する

ことが示されており、これらを担う「生産空間」※2 を支えることは、「世界の北海

道」を目指す上での基盤となるものである。すなわち、命を守るとともに、農業や

工業、観光等を支える治水対策が一層重要となっている。 

一方、近年の北海道の気象は明らかに変化しており、強い短時間降雨や北海道に

接近する台風の発生頻度が増加している。気候変動の影響については、IPCC※3等の

国際的な評価に基づき多くの研究機関や環境省、気象庁、国土交通省等により日本

や北海道にダウンスケールした予測において、日本国内でも特に北海道において影

響が大きいことが科学的に示されている※4～10。今回の北海道大雨激甚災害により、

気候変動の影響による水害の激甚化の予測と懸念が現実になったものと認識すべ

きである。北海道においては、明治以降の治水事業により地域の安全・安心を確保

するとともに、市街地や農地を拡大させ、順次社会を発展させてきた歴史がある。

しかし、今後は気候変動の影響により、これまでとは異なる次元に入り、新たな対

策を講じなければ、治水の安全度が低下することとなり、これまで整備されてきた

堤防等の治水施設が洪水に対して対応できる能力も低下し、激甚な災害の頻発が避

けられないという、これまで経験したことのない困難な時代を迎えている。 

このような困難な課題は、世代間の役割や責任分担にも関わるものであり、次世
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代に開拓の遺産を引き継ぐことができるように、気候変動に伴い激化する自然災害

への適応策※11を議論し、具体的に構築していく必要がある。このような適応策に関

する議論は、欧米諸国が具体的な展開に至っているにもかかわらず、日本では抽象

的なレベルにとどまっている。このため、我が国全体の課題解決への貢献という北

海道開発の目的にも照らし、気候変動により も困難な状況に直面している北海道

から、先導して取り組む必要がある。 

このような背景のもと、国土交通省北海道開発局と北海道は共同で、「平成 28 年

8 月北海道大雨激甚災害を踏まえた水防災対策検討委員会」を設置した。この委員

会においては、気象、治水、防災等の観点から、災害の検証や対策に加え、将来に

向けた気候変動とその適応策に関する議論を行い、次の時代に向けた先導的な水防

災対策のあり方を検討した。平成 28 年 10 月、同 12 月、平成 29 年 2 月にわたって

委員会を開催し、議論を行い、ここに、「今後の水防災対策のあり方」をとりまと

めたものである。 

 

 

 

 

             
※1  北海道総合開発計画 平成 28 年 3 月閣議決定 

http://www.hkd.mlit.go.jp/kanribu/keikaku/keikaku-suishin/pdf/280329keikaku.pdf 
※2  生産空間：ここでは、主として農業等に係る生産の場を指す。生産空間は、生産のみならず、

観光その他の多面的・公益的機能を提供している。 
※3  Intergovernmental Panel on Climate Change（気候変動に関する政府間パネル）の略称。

国連環境計画（UNEP）及び世界気象機関（WMO）の共催により 1988 年 11 月に設置され、
各国の研究者が政府の資格で参加し、地球温暖化に関する科学的な知見の評価、温暖化の環
境的・社会経済的影響の評価、今後の対策のあり方の 3 つの課題について検討することを目
的としている。 http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=581 

※4  『日本の気候変動とその影響』(2012 年度版),文科省 気象庁 環境省
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/rep130412/report_full.pdf 

※5  地球温暖化予測情報第８巻  平成 25 年 3 月,気象庁 
http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/GWP/Vol8/pdf/all.pdf 

※6  水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申） 平成
20 年 6 月,国土交通省 社会資本整備審議会 
http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/kikouhendou/pdf/toshin.pdf 

※7  地球温暖化に伴う気候変化が水災害に及ぼす影響について 平成 20 年 6 月,国土交通省河川
局 http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/kikouhendou/pdf/080601_shiryo_all.pdf 

※8  気候変動適応策に関する研究（中間報告），国土技術政策総合研究所 
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0749pdf/ks0749.pdf 

※9  石狩川流域における気候変化に適応した治水・利水対策のあり方について取りまとめ 平成
23 年 3 月，石狩川流域における気候変動に適応した治水・利水対策検討会 

http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/11saigai/13chisuirisui/pdf/chisuitorimatome.pdf 
※10 地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース 利用手引き，文部科学省、気

象庁気象研究所ほか http://www.miroc-gcm.jp/~pub/d4PDF/img/d4PDF_Chap3_20151214.pdf 
※11 気候変動の影響に対処するため、温室効果ガスの排出の抑制等を行う「緩和」だけではなく、

すでに現れている影響や中長期的に避けられない影響に対して「適応」を進めることが求め
られている。この「適応」のための施策のこと。 
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/tekiou/siryo1.pdf  
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２．平成 28 年 8 月北海道大雨激甚災害の概要 

 

２．１ 豪雨の概要※12 

平成 28 年 8 月 17 日から 23 日の 1週間に、台風第 7号、第 11 号、第 9号と 3個

の台風が相次いで北海道に上陸し、道東を中心に大雨による河川の氾濫や土砂災害

が発生した。さらにその１週間後、台風第 10 号が太平洋側から岩手県に上陸し、

北海道に記録的な大雨をもたらした。北海道への 3個の台風の上陸、また、東北地

方太平洋側への上陸は、気象庁が統計を開始して以来、初めてのことである。台風

第 10 号は、北海道へ上陸するルートをとらなかったものの、その接近のために長

時間にわたって供給された暖かく湿った空気の影響で、日高山脈の東側で地形性降

雨が発達することとなり、空知郡南富良野町の串内観測所では 8 月 29 日から 8 月

31 日までの累加雨量が 515mm に達するなど、各地で記録的な大雨となった。 

8月の月降水量は、北海道内アメダス225地点中89地点で観測史上1位を記録し、

道東の太平洋側の広い地域で平年の２～４倍となる 500mm を超える降水量となり、

年間降水量に相当する降水量となる箇所もあった。 

北海道内の国管理河川では５水系６河川の観測所において既往 高水位を上回

る水位を記録した。相次ぐ台風による連続した大雨により、流域が湿潤状態となり、

流出量が著しく増大する状況となった。例えば常呂川では、8月 17 日からの流域平

均雨量が観測史上 1 位を記録した後、水位が下がりきる前に、台風第 11 号による

降雨により再び水位が上昇した。その後も台風第 9 号や第 10 号などの降雨により

高い水位が継続することになった。 

 

 

２．２ 被害の概要※12 

度重なる台風の襲来により、貴重な人命が失われたうえに、多くの住宅被害が生

じ、住民の生活に多大な影響を与えた。一級河川の堤防決壊等による大規模な浸水

被害が各地で発生するとともに、幹線道路や鉄道の被災、多数の橋梁流出などによ

り、長期的・広域的に人流・物流を担う交通ネットワークが分断され、社会・経済

に深刻な影響を与えた。さらに、広範囲に及ぶ農地被害や食品加工場の被災により、

農産物や原材料、加工食品などの道内及び全国への供給が滞り、日本の食料供給に

多大な影響を与えた。 

北海道では、明治期に開拓が始まって以降、長い年月をかけて社会経済活動の基

盤を整備してきたが、今回の洪水では、その基盤となる堤防や道路・橋梁・鉄道等

の多くのインフラが全道各地で被災した。被災した施設の復旧には多くの時間が必

要であり、現在もなお復旧途上にある。 
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今回の一連の災害で、死者・行方不明者 6 名、重軽傷者 15 名の人的被害があっ

たほか、住宅被害は、全半壊 126 棟、一部損壊 963 棟、床上・床下浸水は 1,262 棟

に及んだ。避難指示は延べ 26 市町村で 21,503 人を対象に、避難勧告は延べ 66 市

町村で 125,147 人を対象にそれぞれ発令され、避難者数は延べ 11,170 人に及んだ。 

 

【河川の被害状況】 

北海道内の国管理河川では昭和 56 年以来となる堤防の決壊による氾濫が発生

し、特に上流域や支川において大きな被害が生じたほか、本川下流も含めて計画

高水位を超過する地点が全道各地で観測された。常呂川水系では、本川での 4 箇

所の越水と、支川柴山沢川での堤防決壊等により、農地が浸水するとともに、氾

濫流により畑地の土壌や作物が流出する被害が発生した。十勝川水系札内川では、

北海道管理河川の支川戸蔦別川の決壊に伴う氾濫水により札内川の堤防が決壊し、

浸水被害が発生した。石狩川水系空知川では、上流の堤防決壊に伴う氾濫水によ

り下流の堤防も決壊し、家屋 189 戸や食品加工工場等が浸水した。氾濫流は旧河

道沿いを流れ、家屋倒壊などの被害をもたらした。 

北海道管理河川では、5 河川で堤防が決壊し、79 河川で氾濫が発生した。堤防

決壊や河岸決壊により、家屋の流出や多数の橋梁が被災した。十勝川水系のペケ

レベツ川やパンケ新得川等では、上流域からの土砂の流出や河岸侵食等により、

土砂が河道に堆積して河床が上昇するとともに河岸が決壊し、河岸沿いの家屋の

流出のほか、河道幅が拡大して橋梁の橋台背面が流出するなどの被害が発生した。 

一方で、ダムの有無や河川の整備状況により被害の様相が異なり、これまでの

社会資本整備の効果が明確に現れた。複数のダムにおいて、連続した降雨に対し

て繰り返し洪水調節を実施し、ダムの下流における被害を大幅に軽減した。また、

砂防堰堤等により土砂や流木を捕捉するとともに、渓流保護工や床固工により流

路変動を抑制し、下流への土砂流出や流木による被害を軽減した。 

 

【道路、鉄道の被害状況】 

国道 39 号石北峠、国道 273 号三国峠、国道 38 号狩勝峠、国道 274 号日勝峠な

どの国道が、落橋や橋台背面洗掘、法面崩壊等により被災したほか、全道各地で

多数の道路が被災し通行止めとなり、人流・物流に多大な影響を与えた。特に、

国道 38 号及び 274 号が日高山脈を境に通行止めとなり、道央地方と道東地方が分

断され、一時十勝地方が孤立状態となった。国道 274 号は約 40km の区間で全線に

わたり被災を受け、被害発生後、復旧まで 1年以上を要する見込みである。 

橋梁の被災が各地で発生し、主なものだけでも 50 橋以上の道路橋梁において、

落橋や橋脚の沈下、橋台背面の盛土が流水の侵食・洗掘によって流出するなどの

被害が発生した。十勝地方では、被災した橋梁で車両が転落し、人命が失われた。 

鉄道関係では、JR 北海道の石北線、石勝線、根室線等で路線流出、路盤流出、

土砂流入等により、道東を中心に基幹的な路線網が寸断された。根室線では不通
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区間が長期に及んでいるなど、その与える影響は大きい。 

 

【農業の被害状況】 

農業被害は、被害面積 40,258ha、被害額 543 億円に及ぶ甚大なものとなった。

農作物や食品加工場等の被災により、北海道の農作物や食品加工品の供給が滞っ

た結果、例えば全国シェアの高いばれいしょ（全国シェア:85％）や秋にんじん（全

国シェア：92%）に関し、全国の主要市場で品薄となり、野菜価格の高騰を招くな

ど、その影響は全国に及んだ。道路等の交通網の途絶も、農作物等の供給に大き

な影響を与えた。農地の被害は浸水だけでなく、氾濫流により農地の土壌が流出

した地域もあり、その影響が長期に及ぶことも懸念されている。 

農業生産地近郊にある農産物の食品加工場の被災により、農作物の収穫期内に

生産ラインの復旧が間に合わず、商品の製造中止に追い込まれた工場もあり、加

工品の品不足や新製品の販売中止という事態が生じたうえに、収穫できた農作物

でさえ廃棄処分せざるを得ない状況となった。 

今回、被害の大きかった十勝地方では、浸水に弱い畑作農業が盛んである。農

家の多くは専業農家として大規模農業を行っており、経営の大規模化や機械化の

進展とともに、小麦、ばれいしょ、てんさいを中心とした輪作体系が確立され、

連作障害を回避しつつ長年にわたって土づくりが進められてきた。今回の大雨被

害によって収穫が遅れ、秋まき小麦が作付できなかった圃場において、輪作体系

のバランスが崩れ、その影響は翌年以降も続くことが懸念されている。 

また、頭首工や導水管等の水源施設の被災により、農業用水が断水し、地域の

酪農等にも大きな影響を与えた。 

 

【観光業等の被害状況】 

断水や停電等のライフラインの被害が各地で発生した。道路や鉄道の交通の途

絶の影響もあり、道内宿泊施設のキャンセル数が延べ 5 万人を超えるなど、観光

業にも大きな影響を与えた。 

その他、災害の影響は様々な産業に及び、原材料や商品の輸送遅延・休止、施

設や設備損傷による営業停止など、北海道内外の経済に多大な影響を与えること

となった。 

 

【住民避難等の状況】 

避難指示・勧告の対象者数における避難者数の割合は、連続する台風により出

水を繰り返すごとに増加したものの、 も避難者の割合が多かった 8月 29 日から

の大雨時においても約 14％にとどまっている。 

このような状況の下、河川管理者から直接市町村長へ河川防災情報を伝達する

「ホットライン」が円滑な避難勧告等の発令に貢献するなど、平成 27 年の関東・
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東北豪雨を踏まえた「水防災意識社会」の再構築の取組の効果が確認できた。常

呂川においては、「常呂川減災対策協議会」で検討した取組方針を踏まえ、タイム

ラインに基づく対応や河川事務所長から市長へのホットラインが実践され、通常

より避難勧告が前倒しで発令された。平成 26 年に、全国で、避難判断水位を超過

し浸水が想定される市町村において、避難勧告等を発令した市町村の割合は約

20%であったが、今回の北海道大雨災害では、その割合は約 70％となっている。 

そのほか、今回の災害では、水位周知河川の未設定の区間で多数の家屋等浸水

被害が発生した。 

 

 

２．３ 水害の主な特徴 

以上から、今回の水害の主な特徴をまとめると、以下のとおりである。 

○相次ぐ台風による連続した豪雨により、降水量が年間降水量に匹敵する地域が

あるなど、記録的な豪雨となった。洪水が繰り返し発生し水位が下がりきらず

に再び上昇する状況が発生した。流域の土壌が湿潤状態となったことで流出率

が大きくなり、水位上昇も早かった。 

○北海道における国管理河川の堤防決壊による氾濫は、昭和 56 年洪水以来であっ

た。特に上流部や支川、中小河川等において大きな被害が発生したほか、十勝

川や常呂川等の本川下流も含め、全道各地で計画高水位の超過が観測された。 

○流出した土砂の河道への堆積や河岸決壊により、家屋被害や橋梁被害等、甚大

な被害が発生した。 

○ダムの有無や河川整備、砂防施設の整備状況により被害の様相が異なり、これ

までに整備された社会資本が確実に効果を発揮した。 

○多数の橋梁や道路被災等により、鉄道や国道など北海道内における基幹的な交

通網が分断され、人流・物流の両面で大きな影響が生じた。橋梁被害に関連す

る犠牲者も発生している。 

〇高い全国シェアを占める農作物の産地が、甚大な被害に見舞われたことにより、

全国の市場でも野菜価格が高騰するなど影響が全国に及んだ。農地の浸水被害

だけではなく、農地の土壌流出、さらには輪作への影響も懸念されるなど、近

年例のない規模の農業被害となっている。 

○災害時に実際に避難した住民の割合は、必ずしも高いとは言えない状況であっ

た。こうした中、ホットラインが円滑な避難勧告等の早期発令に貢献するなど、

「水防災意識社会」再構築の取組に一定の効果が見られた。 

 

             
※12 記載されている数値は速報値であるため、今後、変更となる場合がある。 
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３．近年の北海道の気象の変化と気候変動の影響 

 

３．１ 近年の北海道の気象の状況 

近年、北海道の気象状況は、明らかに変化している。主な状況は以下のとおり

である。 

○時間雨量 30mm を超える短時間強雨の発生件数が約 30 年前の約 1.9 倍に増加す

るなど、短時間強雨の発生回数が増加している。 

○北海道で初めて大雨特別警報が発令された平成26年9月の豪雨に代表されるよ

うに、降雨域が線状に発達し長期間停滞して豪雨をもたらす「線状降水帯」の

発生頻度が増加している。 

○北海道に上陸・接近する台風のルートに変化が生じてきており、中心気圧が低

い状態で勢力が衰えない特徴を持つ太平洋側のルートから接近する台風の出現

割合が増加している。 

 

 

３．２ 気候変動の影響 

IPCC の第５次評価報告書※13 では、気候システムの温暖化については疑う余地

はなく、また、21 世紀末までに中緯度の陸域のほとんどの地域で、極端な降水が

より強く、より頻繁となる可能性が非常に高いことが示されている。日本におい

ても、環境省、気象庁等により、全国各地で降水量が増加することが予測されて

いる※4～8。また、年 大降水量は、特に北日本、北海道において大きく増加する

傾向にあり、これにより、河川の現計画が目標とする治水安全度が著しく低下す

ることが報告されている※6。 

近年の気象状況や今回の北海道大雨激甚災害を踏まえ、気候変動の影響が現実

になったと認識すべきであり、気候変動への適応策に早急に取り組む必要がある。

ここで、気候変動による影響予測や国内外の気候変動の影響への適応策の状況は、

以下のとおりである。 

 

【気候変動の影響予測】 

○気候変動の影響により、全国各地で降水量が増加することが予測されているが、

特に北日本において年 大日降水量が大きく増加する傾向にあり、北海道では

21 世紀末において、1.24 倍になるとの予測結果がある。これにより、河川の現

計画が目標とする治水安全度について、年超過確率 1/100 の場合は 1/25～1/50

程度に著しく低下することが報告されている※6。 
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○将来、北海道の一級河川の年 大流域平均雨量の増加率が全国平均を上回る

1.1～1.3 倍以上になるとの予測結果がある※8。また、全球気温が約 2℃上昇し

た際は、石狩川流域の治水計画の基準である年 大３日雨量は約 1.2 倍となり、

洪水リスクが大幅に増大するとの検討結果がある※9。 

○全球気温が 4 度上昇する場合において、いくつかの海水温パターンを含む大量

アンサンブル予測計算により得られた年 大日降水量の予測は、日本全体で増

加傾向にあるが、北海道は 30％を超える増加となるなど増加率が特に顕著であ

り、その傾向は海水温パターンによらないとの予測結果がある※10。 

○さらに、融雪期における河川流況の変化が予測されており※4,9、気候変動は洪水

のみならず、渇水にも影響を及ぼす。このため、農業の水利用に与える影響な

どが懸念される。 

 
【気候変動の影響への適応策】 

○IPCC の第５次評価報告書においては、気候変動を抑制する場合には、温室効果

ガスの排出を大量かつ持続的に削減する必要があることが示されると同時に、

将来、温室効果ガスの排出量の推移がどのシナリオに類似した推移をたどった

としても、世界の平均気温は上昇し、21 世紀末に向けて気候変動の影響のリス

クが高くなると予測されている。このため、気候変動の影響に対処すべく、温

室効果ガスの排出の抑制等を行う「緩和」だけでなく、すでに現れている影響

や中長期的に避けられない影響に対して「適応」を進めることが求められてい

る※14。 

○欧米諸国においては、既に気候変動により増大する外力を踏まえた施設計画や

設計における対策など、気候変動への適応策が進められている。 

イギリスでは気候変動予測を踏まえた将来の洪水流量等の変化率を設定し、

将来の変化に対応可能な対策として、例えばテムズ川流域の洪水調節施設（年

超過確率 1/200 規模）については、洪水流量の変化の中央値（20%増）をあら

かじめ見込んで貯水容量を決定し、洪水流量の変化の上限値（70%増）でも堤体

や洪水吐きが安全であることを確認している※15。 

オランダでは、ライン川ロビス地点の計画流量 15,000m3/s を 16,000m3/s に引

き上げ、既存の堤防を堤内地側へ引堤するとともに新たに分水路の整備などを

進めている。また、気候変動予測を踏まえ、今世紀末における計画流量を

18,000m3/s にすべきことを示している※16。 

  ドイツでは、例えばバイエルン州などにおいて、設計流量（一般的に年超過

確率 1/100 の洪水流量）に気候変動の影響を割増している。堤防の整備におい

ては、将来嵩上げが必要となった場合に備えて事前に隣接する用地を確保する

などの対応を行っている※17。 

  アメリカのニューヨーク市では、2012 年 10 月、ハリケーン・サンディの上
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陸により甚大な被害を受けたことを契機として、気候変動に対する適応策をと

りまとめた。ニューヨーク市は、サンディによる災害を歴史的なものであるが

悪のケースではないと考え、連邦緊急事態管理庁(FEMA)、陸軍工兵隊等と連

携し、現状のリスクと気候変動によるリスクを科学的に評価し、被害の想定に

基づき海岸防御、建築物、公衆衛生、電力、通信等の分野ごとに適応策を検討

している※18。 

○一方、日本においては、以下のように検討がなされている。 

中央環境審議会によって平成 27 年 3 月に示された「日本における気候変動に

よる影響の評価に関する報告と今後の課題について（意見具申）※19」では、気

候変動の日本への影響の程度・可能性等（重大性）、影響の発現時期や適応の着

手・重要な意思決定が必要な時期（緊急性）、情報の確からしさ（確信度）はど

の程度であるかを科学的観点からとりまとめており、洪水・高潮については、

「重大性：特に大きい、緊急性：高い、確信度：高い」と示されている。 

平成 27 年 8 月には、社会資本整備審議会により、「水災害分野における地球

温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申）※6」がとりまとめ

られた。 

平成 27 年 11 月には、政府全体として整合のとれた取組を総合的かつ計画的

に推進するため、政府として初の気候変動の適応計画となる「気候変動の影響

への適応計画※14」が閣議決定されたところである。 

平成 28 年 3 月に閣議決定された「北海道総合開発計画」においては、北海道

における気候変動及びその影響の観測・予測・評価結果を踏まえた適応策を推

進することが示されている。 

このように、日本においても、適応策の重要性が認識されてきてはいるが、

施設計画や設計段階において気候変動による外力の増大について具体的な考慮

はほとんどなされておらず、具体の適応策の展開には至っていない状況にある。 

 

 

             
※13 IPCC※3 が気候変動に関して科学的および社会経済的な見地から包括的な評価を行い 5～6

年ごとに公表している評価報告書のうち、平成 25 年 9 月に承認・公表されたもの。 
https://www.env.go.jp/earth/ipcc/5th/pdf/ar5_syr_overview_presentation.pdf 

※14 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/tekiou/siryo1.pdf 
※15 Flood and Coastal Defence Appraisal Guidance FCDPAG3 Economic Appraisal 

Supplementary Note to Operating Authorities-Climate Change Impacts October 2006, 
Department for Environment, Food and Rural Affairs. Adapting to Climate Change: 
Advice for Flood and Coastal Erosion Risk Management Authorities, Environment Agency, 
2011 

※16 オランダ政府：National Water Plan 2009-2015,オランダ王立気象研究所：Onderzoek naar 
bovengrensscenerrio's voor klimaatverandering voor overstromingsbescherming van 
Nederland,municipality of Nijmegen:Poom for the river Waal Nijmegen 

※17 KLIWA:Climate Change in Southern Germany Extent-Consequences-Strategies, 
pp.18-19,2009. 

※18 A Stronger, More Resilient New York, City of New York, 2013 
※19 http://www.env.go.jp/press/upload/upfile/100480/27461.pdf 



10 

４．現状と対応すべき主な課題 

平成 28 年 8 月北海道大雨激甚災害の特徴や、気候変動による水害の頻発化・激甚

化が懸念されることを踏まえ、水防災における現状や対応すべき主な課題について、

３．までに述べたことを含めてまとめると、以下のとおりである。 

○気候変動の影響により、今後必要な対策を講じなければ時間とともに安全度が低

下し、次世代に防災・減災に関わる負の遺産を継承してしまうというこれまで

経験したことのない極めて困難な状況に直面している。近年の気象状況等によ

り、気候変動の影響は既に顕在化していると言える。 

○既に欧米諸国では、気候変動により増大する外力を踏まえた施設計画など、気候

変動への適応策が進められている一方、日本においては、まだ実践的に十分進

められているとは言えない状況にある。 

○日本では、過去の降雨実績等に基づいて治水計画を立案している。北海道におけ

る過去の降雨量は、本州や他の地域に比べて少なく、過去の降雨実績等に基づ

いた現在の治水計画は、相対的に小さな降雨量で計画されている。一方、気候

変動による降雨量の増加率は、北海道において本州や他の地域よりも大きいと

予測されている。 

○今回の大雨災害では、十勝川や常呂川などの本川下流を含め、計画高水位を超過

する地点が全道各地で観測された。特に上流部や支川、中小河川等における被

害が特徴的であり、河川の氾濫とともに、上流域からの土砂流出等による河岸

決壊等を要因とした家屋や道路、橋梁被災等により、人的被害や人流・物流へ

の大きな影響が生じた。 

〇広範囲に及ぶ農地被害や食品加工場の被災により、全国の主要市場で農産物や加

工食品が品薄になるなど、日本の食料供給にも大きな影響を与えた。 

○今回の大雨災害による被害は、河川の上流部や支川を中心に発生したが、今回の

ような豪雨が札幌市等の大都市部を襲った場合には、社会・経済の中枢機能に

甚大な影響を与えるおそれがある。気候変動による水害の激甚化が懸念される

状況において、大都市部の治水対策、危機管理対策は喫緊の課題である。 

○今回の大雨災害のような連続的な豪雨及び流域が湿潤状態で流出する状況を想

定した対応を行っていく必要がある。 

〇避難については、災害時に実際に避難する住民の割合は必ずしも高くないなど、

防災・減災を確実なものにするには課題があるのが現状である。また、災害リ

スクを踏まえた土地利用の誘導や規制等については、現状では実効あるものに

はなっていない。 

○北海道開発局は、約 2,000km の河川、約 1,500 箇所の水門や樋門を管理してい
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る。また、北海道は約 12,000km の河川、約 5,200 箇所の水門や樋門を管理し

ており、管理延長が長く、管理施設数も多い。限られた人員や予算によって河

道や施設の維持管理、平常時・出水時の河川巡視や点検をしなければならない

だけでなく、積雪寒冷地特有の凍害劣化等も含め、施設の老朽化等の課題もあ

る。また、少子高齢化や人口減少等により樋門等の操作員の確保が困難な状況

が生じている。 

○災害対応等においては、防災に関わる行政職員の減少や経験不足などの課題があ

る。 
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５．今後の水防災対策のあり方 

 

５．１ 基本方針 

北海道においては、明治以降の治水事業により、順次、治水の安全度を向上させ、

市街地や農地を拡大させるとともに安全・安心な社会を形成してきた。しかし、今

なお十分な治水安全度が確保されているとは言えない今日において、気候変動の影

響により、今後必要な対策を講じなければ時とともに安全度が低下していくという、

これまで経験したことのない極めて困難な状況に直面している。 

今回の甚大な被害は、気候変動による水害の激甚化の予測と懸念が現実になった

ものと認識すべきである。今後、その影響がさらに深刻化してからでは、対策に手

遅れが生じることとなりかねない。次世代に防災・減災に関わる負の遺産を継承し

てしまうことのないよう、安全・安心な北海道を引き継ぐために、気候変動への対

策に速やかに取り組まなければならない。 

平成 28 年 8 月北海道大雨激甚災害を踏まえた今後の水防災対策についての基本

方針を以下に掲げる。今回、連続する台風で甚大な被害に見舞われ、日本でも気候

変動の影響が特に大きいと予測されている北海道から、次の時代に向けた今後の水

防災対策のあり方についてとりまとめ、メッセージを発信することは非常に大きな

意義がある。日本が抱える課題に対して北海道が先陣を切り、今までにない新たな

考え方のもと、水防災対策に取り組んでいくものである。 

 

○今回の北海道大雨激甚災害を踏まえ、気候変動の影響が現実のものになったと認

識し、北海道から先導的に気候変動への適応策に取り組むべきである。特に、日

本の中でも降雨量が少なかった北海道においては、過去の降雨や水害等の記録だ

けではなく、気候変動による将来の影響を予測・評価し、具体的なリスク評価を

もとに、治水対策を講じるべきである。 
これまでの治水対策は順次安全度を向上させることを基本に進められてきたが、

気候変動により治水安全度が低下していくという局面においては、治水安全度を

向上させるだけでなく、将来の世代において治水安全度を低下させないことを基

本に取り組んでいく必要がある。 

これまでの過去の実績降雨等に基づく決定論的な計画論に対して、気候変動の

将来予測や観測の方法等による降雨や水位等については、一定の変動幅※20を有す

るため、変動幅を考慮したリスク分析を実施すべきである。 

○引き続き治水施設の整備は必要であり、さらに、気候変動により災害の規模が大

きく、頻度が高まることが予想される中、施設では守り切れない洪水が必ず発生

するとの認識のもと、北海道民、地域、市町村、北海道、国等が一体となり、ハ
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ード・ソフト両面からあらゆる対策を総動員し、北海道全体で、防災・減災対策

に向けた取組を推進すべきである。 

○上流域からの土砂の流出や河岸決壊等を要因とする被害など、今回生じた甚大で

特徴的な被害の要因を分析し、その対策を治水計画や維持管理へ反映していくべ

きである。その際、今回の災害発生メカニズムなどを踏まえた技術開発に挑むと

ともに、活用可能な新しい技術を積極的に導入すべきである。 

○北海道は、まもなく 150 年を迎える開拓の歴史により発展し、約 540 万人の人口

を抱え、今日、日本の食料供給基地としての地位を築くに至った。食料自給に対

する貢献から見ても、北海道が、日本の「食」を支える観点で極めて重要である

ことは明らかである。今回甚大な被害に見舞われたことを受け、北海道において

は命を守る治水対策を進めるとともに、日本の食料供給基地としての役割を果た

している北海道農業を守る治水対策を強化し、「食」や「観光」の観点から日本全

体に貢献している「生産空間」を保全することで、全国の消費者、ひいては国民

全体に貢献すべきである。 

 なお、今回の被害は、河川の上流部や支川を中心に発生したが、このような被害

はどこでも起こりうるとの認識で対策を進めていく必要があることは当然である。

同様の豪雨が大都市部を襲った場合には、社会・経済への影響は甚大なものとなる

ことが想定される。例えば、札幌市は、急流の豊平川が形成した扇状地に、高度に

発達した市街地や地下街・地下鉄等の地下空間が広がる大都市であり、豊平川が氾

濫した場合には、流れが速い氾濫流が短時間で広がり、道都札幌市の社会・経済の

中枢機能に深刻な被害・影響が生じるおそれがある。施設整備や地下空間を含めた

避難対策等、あらゆる対策を講じなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
※20 気象や水文の分野での不確実性の意味であるが、ここではとり得る値が幅を持つことに重

点を置いて表すため変動幅とした。  
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５．２ 今後の水防災対策のあり方 

 
（１） 気候変動を考慮した治水対策 

北海道における気候変動の影響を科学的に予測し、将来の水害リスクを具体的

に明らかにして社会的に共有したうえで、ハード対策とソフト対策を組み合わせ

て治水対策を検討していく必要がある。その際、対策を担う主体や役割分担を明

確にするとともに、時間軸を考慮しながら段階的に組み立てていくことが必要で

ある。 
 

【気候変動の影響予測とリスクの社会的共有】 

気候変動の影響を科学的に予測するにあたっては、IPCC 等の国際的な地球規

模での予測をもとに、 新の知見により北海道における影響予測を行い、できる

限り具体的に被害等の影響を評価していく必要がある。 新の気候変動の影響予

測においては、大量のアンサンブルの数値計算により信頼性を向上させた手法※13

や、より高解像度の力学的ダウンスケールによる予測計算が可能になるなど、予

測技術が進展している。ダウンスケールにより、北海道の各流域レベルで、将来

想定される台風の発生による影響や集中豪雨等の気象現象を予測することが必要

であり、それにより、今回のような台風第 10 号の接近に伴って発生した地形性

豪雨等の物理現象も反映できる。その降雨量の予測をもとに洪水流量を予測する

必要がある。 

科学的な予測をもとに、将来の治水安全度の低下や被害想定などのリスクを評

価し、社会的に共有する必要がある。将来の降雨状況等の変化により、水害の規

模、形態、頻度等がどのようになるかを流域レベルで示し、北海道民、地域、市

町村、北海道、国等が共有し、今後の防災・減災対策に取り組むことが必要であ

る。その際、地域において、そして北海道全体において、浸水面積や人的被害、

農地被害、さらには工場・病院・学校等の地域の基盤である施設等にどのような

社会的・経済的被害が発生する可能性があるのかを具体的に評価し、共有できる

ようにすることが重要である。 

気候変動の将来予測は、IPCC 等で行われているように、温室効果ガス排出量

の想定等の違いによる複数のシナリオ※4をもとにするため、その結果が変動幅を

有することを考慮して検討を行う必要がある。例えば、予測されるリスクを評価

するにあたっては、その変動幅が有する 悪の場合も想定しておくべきである。 
 

【リスクに対する対策の構築】 

気候変動の影響により、将来予測されるリスクは、相当厳しいものとなると考

えられる。対策の検討にあたっては、治水計画やリスク管理の目標を設定し、ハ

ードやソフトのあらゆる対策を総動員していくことが重要である。 
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その際、市町村をはじめ、対策を担う主体と議論し、認識を共有化することが

必要である。また、広範囲にわたり多くの主体が対策に取り組むこととなるため、

役割分担や責任を明確にしながら検討を行う必要がある。 

ハード対策とソフト対策の構築について、具体には、「（２）ハード対策・ソフ

ト対策の総動員」で示す。 
 

【気候変動を考慮した治水計画】 

諸外国の事例も参考にしながら、北海道の地域特性や流域の特性を踏まえ、気

候変動を考慮した治水計画を検討すべきである。諸外国で既に実施している適応

策においては、将来外力が増大した場合でも、これまで目標としてきた治水計画

に基づく安全度を下げないことを前提に適応策に関する計画を策定している。北

海道においても同様の考え方を前提として検討を進める必要がある。 

気候変動を反映した新たな治水計画論を確立するには、予測技術の向上も含め、

科学的・技術的な観点から今後もさらなる検討や研究を推進していくことが必要

である。一方、既に気候変動が顕在化し、今後さらに厳しい状況が予測されてい

るという時間的制約とともに、対策の構築と実現にはハード・ソフト対策を問わ

ず時間を要することから、対策に手遅れが生じぬよう、現行治水計画を早急に検

証しつつ、現時点における気候変動を考慮した社会的・経済的に 適な治水計画

を速やかに検討・策定する必要がある。 

その際、気候変動が顕在化した近年の降雨状況を評価しつつ、将来予測される

外力の増大に対するリスクの 小化、経済性、治水効果の早期発現、予測が持つ

変動幅に対する柔軟性等の観点を踏まえて検討することが求められる。 
 

【変動を考慮したリスク分析】 

これまでの過去の実績降雨等に基づく決定論的な計画論に対して、気候変動の

将来予測は、一定の変動幅を有する。また、観測の方法等により降雨や水位等に

ついても、一定の変動幅、つまり、確率的に起こりうる一定の分布の幅をもって

いる。諸外国の事例を参考に、定量的に解析した偏差と超過確率等により、変動

幅を考慮したリスク分析を実施し、危機管理の際に活用するなど、今後の防災・

減災対策に反映していくことを検討すべきである。 
さらに、リスクという観点から、今回のような連続した豪雨により流域が湿潤

状態となる場合や、近年の降雨特性の変化等を踏まえた多様な時空間分布の降雨

の想定などについて検討すべきである。また、他分野とのリスクの相対評価など、

より実感できる方法を工夫することも必要である。 
 

【将来的に気候変動に迅速に対応できる対策】 

気候変動による外力の増大に、将来、施設の改造等が必要になった場合でも対
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応できるようあらかじめ改造等が容易な構造にしておくなど、外力の増大に早期

に対応でき、また、柔軟に追随できる施設設計について検討すべきである。今回

の大雨災害を踏まえて治水計画の見直しを行う場合には、将来的な気候変動によ

る外力増大も考慮した対策を検討すべきである。 
 
【気候変動への適応策の進め方】 

気候変動への適応策を進めるにあたっては、気候変動の推移はもちろん、適応

策の展開や社会・経済活動の変化等を総合的に評価し、段階的に進めていくこと

が重要である。気候変動に対応した時間軸の中で、気候変動の影響の程度、リス

クへの対応の可能性や課題等をもとにして、対策を担う主体の役割分担を明確に

しながら、段階的に適応策を組み立てていくことが必要である。例えば、五年、

十年、数十年といった時間スケールで適応策を組み立て、 新の技術的知見や社

会・経済情勢等を踏まえ、検証しながら進めていくプロセスが求められる。 

 

 

（２） ハード対策とソフト対策の総動員 

気候変動の影響を踏まえ、激甚化する災害に対しては、ハードとソフトの両面

からあらゆる対策を総動員していくことが必要である。 

これまで整備してきた治水施設は、基準となる外力に対して、無被害で済む可

能性の高い地域・範囲の拡大を図ってきたものであり、今回の大雨激甚災害にお

いて大きな被害軽減効果を発揮した。こうした取組は今後とも必要である。さら

に、気候変動により災害の規模が大きく、頻度が高まることが予想される中、施

設では守り切れない洪水が必ず発生するとの認識のもと、被害を防ぎ軽減するた

めの対策を検討し、具体化していく必要がある。 

 

【ハード・ソフトの各種対策の可能性及び限界を踏まえた対策の組立】 

ハードとソフトを総動員して対策を行うにあたり、各種対策の機能や役割分担

を明確にしながら効果的に対策を組み合わせていく必要がある。それぞれの対策

の現状における可能性及び限界や課題を十分踏まえたうえで、不足を補う新たな

対策の可能性を検討し、評価し、構築していくプロセスが重要である。例えば、

今回の災害において、避難勧告等が早期に発令できたものの、実際に避難した住

民の割合は低いなど、現状における避難対策の限界や課題を明確にしたうえで、

より確実な避難行動につなげるためのリスク情報の内容や質、提供手法等の改善

や避難施設の整備等の対策の可能性を検討する。同時に、既存の治水施設の有効

活用、新規施設の整備、氾濫の抑制策などの可能性について検討し、その限界や
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課題についても明らかにしながら対策を組み立て評価していくようなプロセスが

必要である。 

ハード対策でいえば、施設が整備された段階においては、対象とする外力まで

の規模に対して果たす機能は確実であるが、施設の抜本的改築や新設には時間と

コストがかかるとともに、周辺地域あるいは自然環境への影響も考慮する必要が

ある。ここで、気候変動の影響に伴って降雨等の変動が大きくなり、洪水のピー

ク流量が大きくなるという特性を踏まえると、洪水流量を安全に流すための堤防

整備や河道掘削等の河川改修は重要であるが、洪水流量を貯めて洪水ピーク流量

をカットすることが、下流域への対策としてより有効で早期に効果が発現される。

このため、特に、遊水地やダム等の洪水調節施設は有効であり、既存の洪水調節

施設の有効活用・再開発や新規洪水調節施設整備の可能性を重点的に検討すべき

である。 

ソフト対策でいえば、住民避難は災害時に住民の命を守る 後の砦として重要

な役割を担っており、引き続き強化していく必要がある。しかし、現状では、災

害の種類や地域にかかわらず、多くの災害において、必ずしも避難が効果的には

行われておらず、避難した住民の割合は低いなど、防災・減災を確実なものにす

るには至っていない。避難を如何に実効あるものにしていくかを社会的に議論し、

検討していく必要がある。地域に具体的なリスクを示したうえで、避難が困難あ

るいは実質的に不可能などの評価をもとに、議論を進める必要があり、避難の確

実性・困難性を明らかにしたうえで、ハード・ソフトの対策にフィードバックし

ていくことが重要である。なお、避難については、「（３） 避難の強化と避難体

制の充実」に具体的に示す。 

また、災害リスクに基づく土地利用の誘導・規制等について、日本においては、

各種の取組は実施されているものの、諸外国のように災害リスクを社会・経済活

動に具体的にリンクさせ、防災・減災に結びつけるまでには至っておらず、今日

でも、災害に対し危険と思われる地域に、居住のための建築物の立地が進んでい

る現状がある。建築基準法に基づく災害危険区域の指定による住居用建築物の建

築制限は、これまで主に、災害を受けた地域で事後的にしか行われていないのが

現状である。土砂災害や津波災害については、平成 11 年の広島の土砂災害を受

けて制定された土砂災害防止法と東日本大震災を受けて制定された津波防災地域

づくり法において、災害リスクに対応した土地利用の誘導・規制等の法的な整備

が行われたところであるが、取組はまだ限定的であり、水害についてはこのよう

な法的な整備はなされていない。 
まずは、水害リスクの低い地域へ土地利用を誘導すべく、水害リスク情報の提

供を積極的に進めるなど、関係機関と連携して取り組んでいくべきである。さら

に、津波防災地域づくり法に基づく津波災害警戒区域を指定した地域では、具体

的なリスク評価とその公表を受け、住民が住居の建替を契機に安全な区域に移転

する等の事例も見られ始めており、今後、水害対策についても、このような土地
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利用の改善につながる取組の構築が急がれる。 

 

【土地利用と一体となった氾濫抑制等の対策】 

氾濫した際にもその拡大を抑制し、壊滅的な被害を避けるために、土地利用状

況等を考慮したうえで、霞堤や二線堤の整備、また、道路等の連続盛土構造物等

の活用・保全等、土地利用と一体となった治水対策を検討すべきである。 
霞堤は、かつては多く活用されていたが、土地利用の高度化の中で浸水を解消

するという地域の要望も踏まえ、連続堤防の整備とともに閉じられ、その機能が

失われてきた。霞堤は、洪水時に開口部から逆流し洪水の勢いを弱めつつ、一部

区域の氾濫を許容するものの、越水や堤防決壊に伴う人的被害や農地の土壌流出

等の壊滅的な被害を抑制するなどの機能を有しており、気候変動によりさらなる

水害の激甚化が懸念される中、改めてその機能を評価することが必要である。 
土地利用と一体となった治水対策を実施するにあたっては、同時に、前述した

土地利用の規制等が必要となる。実現に向け、施設管理者や土地の所有者などと、

具体的な機能の発揮とその担保に向けた方策の検討をあわせて行わなければなら

ず、治水効果と浸水のリスクについて地域と十分に議論して対策を決定すること

が必要である。いわば、治水施設の能力を超える規模の洪水は発生することを前

提として、地域が氾濫形態や被害形態を選択できるような議論が重要となる。 
霞堤の導入にあたっては、過去に存在した霞堤を参考にしながら、地形的に氾

濫水が集まる箇所などで検討していくことが有効であり、特に北海道では、農地

等の土地利用の考慮や生産活動との連携も含めて、施策を実現していくことが望

まれる。 
二線堤や道路等の連続盛土の活用にあたっては、例えば河川改修とあわせて実

施する際に河道掘削土を活用するなど、道路管理者等との連携も含め、関係者が

一体となった取組が望まれる。 
 

【危機管理型の施設整備】 

施設の能力を上回る洪水に対しても被害の軽減を図るため、越水等が発生した

場合でも決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう、堤防天端の保護や堤防裏法

尻対策等、堤防構造を工夫する対策を既に進めているところである。 

今後は、被害の想定や社会的な影響を踏またうえで、施設能力を超える洪水時

に氾濫を抑制するような水門等の施設の設置や、特に弱点となる水衝部や狭窄部

における堤防防護対策など、危機管理型の施設整備を検討すべきであり、壊滅的

な被害を防止する新たな方策を検討していく必要がある。 

堤防決壊時の破堤拡大抑制や締切等による被害の軽減など、減災を図るための

工法等について、現地実験等を行い、技術開発に努めるべきである。また、排水

機場の耐水化等も含めて排水施設等の充実・強化を図るなど、氾濫水を早期に排
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除するための対策を実施すべきである。 

 

【大規模構造物の安全性の確認】 

ダムなどの大規模構造物については、想定 大外力の増大など、設計外力を上

回る洪水が発生した場合を想定し、非常用洪水吐などの構造物の安全性を確認し、

必要に応じて強化するなどの対策を実施するべきである。また、例えば床止め等

の施設は、計画高水位以下の水位で安全性を確保するよう設計されているが、重

要な施設については堤防の天端高まで水位が上昇する場合を想定し、そのリスク

を社会的に共有化するとともに、対策を検討する必要がある。 

 

 

（３） 避難の強化と避難体制の充実 

 

（２）で述べたとおり、避難を実効あるものにするため、今後はさらに地域と

の議論を進め、避難の確実性や困難性を明らかにしながら、防災・減災対策を進

めていく必要がある。 

今回の出水では、ホットラインが市町村長の円滑な避難勧告等の早期発令に貢

献したが、発令後に実際に避難した住民の割合は必ずしも高くないなど、避難の

確実性には課題がある。今回の大雨時の避難行動を評価するとともに、迅速かつ

確実な避難のために、今後の避難の強化や避難体制の充実に向けた取組を以下に

示す。 
 

【「水防災意識社会」再構築の取組等の推進】 

「水防災意識社会」の再構築の取組である、国・北海道・市町村等で構成され

る「減災対策協議会」の取組やホットラインが避難勧告等の発令の改善につなげ

ることができたため、今後は、このような取組を、北海道管理区間も含め、より

一層推進していくことが必要であり、河川管理者と市町村等との情報伝達等の連

携強化や危機管理体制の強化を図ることが重要である。 

特に、水位上昇が早く、洪水予報が困難な中小河川におけるホットライン、タ

イムライン、水位周知の方策について検討し、速やかに実行に移していくべきで

ある。 

また、札幌市では、高度に発達した市街地や地下街・地下鉄等の地下空間が広

がっており、豊平川の氾濫による大規模な水害が発生した場合、道都札幌市の社

会・経済の中枢機能に深刻な被害・影響が生じるおそれがある。大都市部におい

ては、特に、地下空間からの避難の確保や浸水防止対策等を含め、関係機関が連
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携して危機管理体制の強化を進めていくことが重要である。 

防災に関わる行政職員の減少や災害経験の不足など、災害時の対応に課題を抱

えている。今回の災害への対応で得られた知見や教訓を活かしつつ、災害のリス

ク評価をもとに災害時に地域にどのような被害が発生する可能性があるのかを具

体的に共有化することを基本に、訓練や研修・講習を実施し、技術の伝承や職員

の技術力向上を推進すべきである。また、河川維持管理技術者等の資格取得の活

用などを行うべきである。特に、防災の専門家がいないなどの課題を抱えている

市町村においては、災害時の早い段階から国からの様々な支援の強化を図るとと

もに、石狩川流域などで実施している職員の防災研修や訓練等の取組の充実や資

格取得等により、防災対応の強化を図ることが重要である。また、災害対応に豊

富な知見を有する経験者等の活用や経験の蓄積を図るため、経歴等のリスト化や

経験の共有を図る仕組みづくりなどを検討すべきである。 

今後、さらなる水害の頻発化・激甚化に備えるために、防災減災協議会の場等

を活用した関係者間の一層の連携の強化等により、国、北海道、市町村が、総力

を結集して災害対応にあたることが重要である。 
 

【住民等との水害リスク情報の共有化】 

今回、避難勧告等の発令時の避難の状況や自治体からの意見などから、水害リ

スクが必ずしも十分に住民に伝わっていないことが考えられ、水害リスクや避難

方法等を平常時から十分に住民と共有する必要がある。また、地域住民へのリス

クの周知はもとより、外国人を含む旅行者への周知も重要である。 

住民や観光客等が水害リスク情報に接することができるよう、浸水実績等を街

の中に表示する取組（まるごとまちごとハザードマップ）が進められているが、

より容易で多くの箇所に浸水リスクを表示する手法の検討や、携帯端末にわかり

やすくリスク情報や避難誘導を表示するなどのハザードマップの高度化に向けた

検討などを進めるべきである。 

また、今回氾濫流が旧河道沿いを流れ、家屋倒壊などの甚大な被害をもたらし

たことから、治水地形分類図などを用い、過去の旧河道などの地形を周知するこ

とが重要である。水位周知河川の指定を促進するとともに、未指定河川において

も水害リスク情報を簡易に提供する方法を検討すべきである。 

より的確に情報を提供できるよう、災害時における一元的な情報発信が可能な

体制の構築を検討していく必要がある。また、切迫した河川の状況について、報

道機関を通じて住民に伝えるために、報道機関への説明会を一定の頻度で開くな

ど、迅速な報道機関への情報提供に努めるべきである。 

一方で、一般住民が普段から川に接し、親しみ、より河川を身近に感じ、関心

をもってもらうことで、災害リスクをより正しく認識できる素地を養うことも重

要である。 
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【避難施設の整備】 

避難の確実性をより高めるために、被害想定をもとに、治水施設の整備ととも

に、避難路や避難場所等の避難施設の整備を一体的に進めるなど、まちづくりと

連携した防災・減災対策を検討すべきである。実施にあたっては、避難施設の整

備を河川改修とあわせて行い、河川の掘削土を活用するなど、関係者が一体とな

った効率的な取組が望まれる。 

 

 

（４） 支川や上流部等の治水対策 

 

【水系一貫した治水対策】 

気候変動の影響は、河川の規模、本川や支川等にかかわらず、全ての河川が直

面する課題である。 

治水対策は、これまで、下流域等に位置する都市部の人口・資産が集中する箇

所において重点的に進められてきた。しかし、そのような地域においても、今日

まだ十分な治水安全度が確保されていないうえ、気候変動の影響により水害リス

クはさらに増加し、ひとたび氾濫すると社会や経済に与える影響も大きいため、

今後も施設整備や危機管理対策等の様々な対策を講じていく必要がある。 
一方、今回被害が大きかった支川や上流部、中小河川等においては、一般的に、

上下流バランスや財政制約等の観点から下流域等に比べて整備水準が低いため、

効率的に安全度を向上させる必要がある。同時に、河道内の樹木の繁茂や土砂堆

積等の影響が大きいことなどから、目標とする管理水準を確保していくための方

策の検討も含め、維持管理の取組を強化することが重要である。また、前述した

とおり、気候変動の影響に伴い降雨等の変動が大きくなる場合には、支川や上流

部等においても洪水ピーク流量をカットする洪水調節施設は有効である。さらに、

下流に負荷をかけずに早期に安全度を向上させることが可能であることから、流

域にある洪水調節施設の有効活用や統合管理等の可能性も含め、重点的に検討す

べきである。 

国や北海道等がより一層連携を深め、流域全体の視点から、水系一貫した河川

整備や河川管理を行っていくことが重要であり、気候の影響を踏まえ、被害を

小化するためのあらゆる施策を総動員し、早急に対策を講じていく必要がある。 

 

【支川や上流部等の治水安全度の向上】 

現状で比較的安全度の低い支川や上流部、中小河川における治水対策を進め、
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地域の安全度をバランス良く向上させる必要がある。 

そのためには、暫定的な掘削断面とする改修や局所的な対応など、上下流バラ

ンスや地域の実情も踏まえて、支川や上流部等の安全度を効率的に向上させるよ

う工夫すべきである。また、流域内の既設ダムの洪水調節機能を向上させるため

のダムの再開発やダムの運用の工夫、遊水地の整備等により、下流に負荷をかけ

ずに早期に支川や上流部の安全度を向上させるような対策を実施すべきである。 

今回の被害状況に鑑み、支川や上流部等における河川の特性を踏まえて、計画

や維持管理へ反映させていくことが求められる。 
 

【土砂等の影響への対策】 

今回の大雨災害では、特に支川や上流部の河川において、土砂の堆積や河川

の流路変動により河岸決壊や堤防決壊等が発生し、家屋や橋梁等に甚大な被害

をもたらした。また、流木による橋梁被害も発生した。そのため、上流からの

土砂流出や河道の変化の状況、河道内の樹木・流木が洪水時に与える影響、さ

らに、今回の特徴である連続する豪雨がそれらに与える影響など、今回の事象

を調査・分析し、今後の河道計画や維持管理に反映していくべきである。 
特に、大規模な流量による土砂の流出量の増大は、河道での移動土砂の量と

質のバランスを変化させ、河道形状等の変化が懸念される。今回の被災を踏ま

え、上流からの土砂の供給量や土砂の移動状況等について調査・研究を推進す

るとともに、上流からの土砂流出対策や河川の侵食対策、堤防の強化対策等に

ついて検討すべきである。 

 

 

（５）既存施設の評価及び有効活用 

 
【既設ダムの有効活用】 

今回の出水においては、ダムの有無により被害の様相が異なり、ダムが着実に

効果を発揮した。連続した降雨により繰り返し洪水調節を実施し、下流の被害軽

減に大きく寄与した。 

今後、流域の既設ダム（発電・農業用ダムを含む）の機能をさらに活用して下

流の被害軽減を図れるよう、ダムの再開発（放流施設の改良等）や、ダム上流域

の降雨量やダムへの流入量の予測精度の向上を踏まえた事前放流等による有効活

用、操作ルールの変更等の可能性を検討すべきである。なお、利水容量の有効活

用にあたっては、利水者と河川管理者等の情報共有はもとより、事前放流に使用

した利水容量が回復しきれない場合への対応など、連携・協働して検討していく

ことが必要である。 
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ダムの有効活用にあたっては、ダムからの放流量増加の制約になっているダム

下流河川の改修に向けた検討を行うべきである。 
また、ダムの運用について、気候変動の影響による融雪期の河川流況の変化は、

北海道の農業の水利用に与える影響が大きいことから、調査・研究を進めていく

ことが重要である。 
 

【堤防の評価や強化対策】 

今回の堤防の被災では、堤防の越水による決壊や、河道の流路変動により堤防

が侵食され決壊に至った現象など、いくつかの事象があった。一方で、長い時間

堤防を越水したにもかかわらず、決壊に至らなかった箇所もあった。 
そのような状況を踏まえ、今回の堤防被災箇所の調査・分析を行ったうえで、

堤防の危険度評価方法や危険度の高い箇所の対策方法を検討し、北海道特有の泥

炭性軟弱盤等も考慮しつつ、今後の堤防管理に反映させるべきである。 
また、連続する降雨による高い水位の継続などの出水特性や、土砂移動等を要

因とした河川の流路変動への対応など、今回の現象を踏まえた堤防強化対策を検

討すべきである。 
 

【観測体制の強化・洪水予測精度向上】 

近年、線状降水帯の発生頻度が増加傾向にあり、局所的・集中的豪雨による水

害リスクの増大が懸念されている。今後、短時間集中豪雨による急激な水位上昇

への対応や中小河川等の小流域の降雨等を捉えるため、高精度のレーダー雨量計

を設置するなど、観測体制の充実・強化を図るべきである。水位計の設置されて

いない中小河川等において、安価かつ設置が容易な水位計の開発や設置の促進な

ど、水位情報の提供・管理の仕組みを検討すべきである。また、大規模な洪水時

に水位計等の観測機器が欠測となった場合に CCTV カメラを活用するなど、観測

体制の強化が必要である。 

さらに、降雨から河川への流出までの時間が短い中小河川等の対応や、今回の

出水の特徴である相次ぐ台風による連続する降雨等への対応なども含め、気象予

測とともに降雨から河川への流出までの一連の予測など、一定の精度で情報提供

ができ、避難勧告等の発令、ダムの管理や事前放流等の防災対応に活用可能とな

る洪水予測技術の開発や予測精度の向上に努めるべきである。 
 

【河川の適切な管理、河川管理施設の効果の確実な発現】 

河川の管理にあたっては、限られた人員や予算のもとで、長い延長や多くの施

設を管理しなければならないのが現状であり、施設の老朽化等の課題も顕在化し

ている。そのような状況において、今後、適切に河川を管理していくうえで、管

理水準の持続的な確保が必要であり、民間活力の活用や地域との連携をより積極
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的に進めていくべきである。特に、中小河川等においては、河道内に樹木が繁茂

した場合や土砂が堆積した場合等の影響が大きいことなどから、目標とする管理

水準を確保していくための方策の検討も含め、取組を強化していくことが必要で

ある。 

河道内樹木の伐採木は、既に、バイオマスプラントの燃料、藻場再生事業への

栄養塩等として活用するなど、全道各地でその利用に関わる取組を進めているが、

堤防の刈草や流木等に関わる取組も含め、全国の事例も積極的に導入しつつ、よ

り一層民間企業との連携・活用を図っていくべきある。また、これらをより有効

に活用するための研究開発の進展が望まれる。 

河道の堆積土砂について、砂利採取が可能な河川を拡大するとともに、民間で

の有効活用を促進すべきである。 

少子高齢化や人口減少等により樋門等の操作員の確保が困難になるなど、河川

管理施設の的確な操作等に支障をきたすおそれが生じてきている。このため、樋

門の自動ゲート化を進めるとともに、樋門等の操作を適切に実施することは河川

管理者の責務であることを前提としつつも、万が一樋門操作に遅れがあった場合

の地域住民から事務所への連絡体制の整備や、町内会や水防団が樋門の操作を訓

練した上で万が一の場合には操作を実施するなど、地域の方々の協力を得ること

による確実な運用体制の仕組みを検討し、今後の樋門等の管理方法・体制の強化

を図っていくべきである。 

河川管理施設の機能を確実に発揮させるよう、長寿命化対策など、施設の適切

な維持管理や更新を行うことが必要である。また、的確かつ効率的な維持管理を

行うため、ICT 等の技術を用いた監視体制の強化等、河川管理の高度化・効率化

等に関する技術開発を進めるべきである。 

 

 

（６）許可工作物等への対応 

 
【被災要因分析と対策、防災・減災技術の開発、ソフト対策】 

今回の災害では、橋台背面の洗掘による橋梁の被災等が多数確認されたほか、

橋脚の沈下、落橋など様々な橋梁の被災が発生した。物流が途絶し、経済への影

響が生じただけでなく、車両の転落事故により死者も発生した。また、頭首工等

の施設の被災により、生活用水とともに農業用水の断水も発生し、酪農等への影

響など、許可工作物の被災が地域に多大な影響を与えた。  
これらの被災においては、土砂の堆積や河川の流路の変動、河道内樹木の影響、

流木の堆積など様々な要因が指摘されている。このような被災について、被災要

因を分析し、それに基づく有効な対策を検討すべきである。 
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また、これまで例のないような被害形態について、河川の洪水特性を踏まえた

橋梁等の計画への反映など、防災・減災技術の調査・研究・技術開発を行うべき

である。 

また、今回のような被害を出さないためにも、関係機関の情報共有や伝達方法

などのソフト対策もあわせて検討すべきである。北海道において、今回の大雨被

害を踏まえ、効果的な通行規制や地域住民等への情報提供、道路管理者を含む関

係機関の連携方法などの道路管理の充実強化に向けた取組に関する検討が行われ

ており、今後、具体の取組につなげていくことが望まれる。 

 

 
（７）生産空間の保全 

生産空間は、農業等に係る生産の場であるとともに、質の高い個性的な景観な

どにより観光振興に係る資源も有しており、日本や北海道を支える非常に重要な

地域である。生産空間を保全するための治水対策を進めるにあたり、実施すべき

事項を以下に示す。 
 

【農業に関わる治水対策の適正な評価方法】 

治水対策を実施するうえでは、その事業の投資効果を適切に算出することが

必要である。今回の農業被害は、単に浸水による農作物被害だけではなく、農

地の土壌流出等による被害や、輪作等への複数年に及ぶ影響、野菜価格が高騰

するなどの全国への波及など、近年例のない広範囲で多様な被害形態が見られ

た。 
これらの被害の中には、従来の被害の算定方法では必ずしも十分に評価され

ていない要素もある。今回の被害の状況を踏まえ、生産空間の保持・形成に資

する治水対策の経済効果をより適正に把握・評価する方法を検討すべきであり、

その治水経済効果を踏まえて治水対策を進めていくべきである。 
 

【農地の利用形態等を考慮した治水対策、農業と河川事業の連携】 

畑作地帯や水田地帯等の農地の形態や農作物の特性等に応じた治水対策の方

法について、地域と議論しながら検討していくべきである。霞堤により一部浸

水は許容しつつも農地の土壌流出のリスクを軽減できるなどの様々な治水対策

の可能性について、地域の実情に応じ、農地の利用形態等も考慮しながら検討

していくことが重要である。 
また、農地の排水事業と河川事業との連携などにより、より効率的かつ早期

に排水できるような対策を検討すべきである。 
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【河道掘削土や河川内樹木・流木の農業等への有効活用】 

今回の洪水で土壌が流出した農地の復旧については、関係者で連携して、河

道の掘削土を有効利用するなど、河川工事と農地の復旧が連携した取組が既に

行われているところである。 
これまでも、河道掘削土の農地への還元や堤防除草により発生した刈草を飼

料や堆肥として活用するなど、農業への有効活用が行われているが、今後は、

より一層、河道内の伐採樹木や流木、堤防除草等について、民間の活力も導入

しつつ、地域における農業等への有効活用を推進すべきである。 
また、これらをより有効に活用するため、関係者で技術開発を進めていくべ

きである。 
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６．おわりに 

平成 28 年 8 月の北海道大雨激甚災害は、これまでに例のない気象現象や被害

状況など、気候変動の影響による水害の激甚化を強く認識させることとなった。

気候変動は将来のものではなく、既にその影響は顕在化している。今後、このよ

うな影響がさらに深刻化してからでは、対策に手遅れが生じることとなりかねな

い。次世代に防災・減災に関わる負の遺産を継承することのないよう、危機感を

持って今後の水防災対策に取り組まなければならない。 

気候変動への対応として、従来からの施設の整備や維持管理・更新等は、引き

続き着実に進めることが、適応策としても重要である。さらに、今後の外力増大

を念頭に、常に施設の能力を上回る外力が発生することを前提にしてリスク情報

を社会的に共有し、避難の強化、災害リスクを考慮した土地利用や土地利用と一

体となった治水対策、施設の運用・構造・整備手順等の工夫など、ハード・ソフ

トのあらゆる対策を総動員し、適応策を進めていく必要がある。特に、適応策の

検討にあたっては、降雨等の変動が大きくなるとともに、その変動幅にどのよう

に対応するのかが課題となり、洪水を調節する機能の役割の明確化や強化の検討

などが必要である。さらに、気候変動への「緩和策」と「適応策」は車の両輪で

あり、同時にすすめていく必要がある。本委員会報告に基づく適応策とともに、

例えば水分野においては、小水力発電など、温暖化ガスの排出削減につながる緩

和策に取り組むことが考えられる。 

気候変動への適応策はもちろん、今回の河川の甚大な被害や農業被害などのこ

れまでに例のない被災形態に対して、これまでの方法とは異なる対策も必要であ

り、官民学の総力をあげて取り組んでいく必要がある。従来にとらわれない新た

な発想による考え方の転換、いわばパラダイムシフトを起こすことを期待する。 

本委員会の報告を踏まえ、今後、具体の検討や対策が行われることとなるが、

国、北海道、市町村等の関係機関がより一層連携し、様々な主体が役割分担のも

とに、これを確実に進めていくことが必要である。また、地域の実情を知り専門

的知識を有する大学等が果たす役割が大きいことから、大学、高等学校、地域、

民間事業者等との連携を行うとともに、例えば取組をマネジメントしていくファ

シリテーターやコーディネーター等の役割を担う人材の活用など、新たな仕組み

が構築されることを期待する。 

今回とりまとめた施策は、直ちに対策を行うべきもの、対策に向けてより一層

の研究・開発の推進が必要なもの、対策の具体化に向けて議論を更に深めていく

べきものなど、様々な段階のものが混在しているが、いずれも、早急に実行に移

していくために取組を進めることを強く期待する。時間軸を意識しながら段階的

に取組を進めることが重要であり、対策の進め方に関する行動計画を策定し、随

時フォローアップしながら順応的に進めていくことが必要である。 
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今後、本委員会の報告に基づいた北海道における先導的な取組が展開されるこ

とを契機として、気候変動への適応策を含む施策や技術が全国に波及し、安全・

安心な社会が広く構築され、国土の保全と発展につながることを強く期待する。



 

平成 28 年 8 月北海道大雨激甚災害を踏まえた 

水防災対策検討委員会 

 

委員名簿 

 

委員長 山田  正 中央大学理工学部教授 

委 員 泉  典洋 北海道大学大学院公共政策学連携研究部教授 

志賀 永一 帯広畜産大学地域環境学研究部門教授 

清水 康行 北海道大学大学院工学研究院教授 

関  克己 京都大学経営管理大学院客員教授 

中津川 誠 室蘭工業大学大学院工学研究科教授 

平澤 亨輔 札幌学院大学経済学部教授 

村上 光男 北海道農業協同組合中央会常務理事 

森  昌弘 北海道経済連合会専務理事 

山田 朋人 北海道大学大学院工学研究院准教授 

渡邊 康玄  北見工業大学工学部教授 

 

         ※敬称略 五十音順 



平成28年8月北海道大雨激甚災害を踏まえた水防災対策検討委員会

○8月17日～23日の1週間に3個の台風が北海道に上陸し、さらにその１週間後に台風第10号が北海道に接近した。記録的な大雨となり、堤
防決壊による大規模な浸水、幹線道路や橋梁・鉄道の被災、広範囲に及ぶ農業被害など、全道各地で甚大な被害が発生。

○今般の災害について、気象、治水、防災等の観点から検証を行い、今後の水防災対策のあり方を検討するため、国土交通省北海道開発
局と北海道は共同で「平成28年８月北海道大雨激甚災害を踏まえた水防災対策検討委員会」を設置。

平成28年8月北海道大雨激甚災害
を踏まえた水防災対策検討委員会

台風経路図 主な被害状況 渚滑川水系：1河川（台風第11,9号）
【 床上浸水1戸 浸水面積 約12ha】 常呂川水系 3河川（8月20日からの大雨）

【目的】平成28年8月北海道大雨激甚災害について、気
象、治水（生産空間※の保全を含む）、防災等の観点
から検証を行い今後の水防災対策のあり方を検討

※農業等に係る生産の場。生産のみならず、観光その他の多面的・公
益的機能を提供している

を踏まえた水防災対策検討委員会

台風11号
8/21上陸

台風7号
8/17上陸

台風7号
8/17上陸

台風11号
8/21上陸台風9号

常呂川水系常呂川（8月20日からの大雨）
【浸水面積 約500ha】

石狩川水系：22 河川（台風第11,9号）
【床下浸水16戸、床上浸水1戸、浸水面積 約370ha】

湧別川水系：1河川（台風第11,9号）
【浸水面積 約22 ha】

【 床上浸水1戸、浸水面積 約12ha】 常呂川水系：3河川（8月20日からの大雨）
【床下浸水11戸、床上浸水1戸、浸水面積 約120ha】

湧別川水系：２河川（台風第10号）
【浸水面積 約20ha】

斜里川水系：2河川（台風第10号）
【浸水 積 約 】

赤字：国管理河川
黒字：道管理河川

【委員名簿】

＜委員長＞

【委員会経緯】

第１回

H28.10.28

第２回

H28.12.27

第３回

H29.2.27

国管理区間の4河川で堤防が決

台風9号
8/23上陸台風10号

8/30 最接近

8/21上陸台風9号
8/23上陸

台風10号
8/30接近

台風第7号・第11号・第9号・第10号 経路図
報告

H29.3

石狩川水系石狩川（台風第9号）
【浸水家屋4戸、浸水面積 約１20ha】

藻琴川水系：１河川（台風第11,9号）
【浸水面積 約30ha】

網走川水系：2河川（台風第11,9号）
【浸水面積 約20ha】

石狩川水系：2河川（台風第10号）
【床下浸水24戸、床上浸水5戸、
浸水面積 約70ha】

【浸水面積 約70ha】

奥蘂別川水系：1河川（台風第10号）
【浸水面積 約40ha】

＜委員長＞
山田 正
(中央大学理工学部教授）

＜委 員＞
泉 典洋
（北海道大学大学院公共政策学連携研究部教授）
志賀 永一

壊し、5河川で氾濫が発生すると

ともに、北海道管理河川におい

ても5河川で堤防が決壊し、79

河川で氾濫が発生。死者・行方

不明者6名 重軽傷者15名の人

石狩川水系空知川（台風第10号）
【浸水家屋189戸、浸水面積 約130ha】

十勝川水系札内川（台風第10号）
【浸水家屋2戸、浸水面積 約50ha】

【浸水面積 約 】浸水面積 約70ha】

十勝川水系：10河川（台風第10号）
【家屋流出15戸、床上浸水58戸、
床下浸水111戸、浸水面積 約910ha】

志賀 永
（帯広畜産大学地域環境学研究部門教授）
清水 康行
（北海道大学大学院工学研究院教授）
関 克己
（京都大学経営管理大学院客員教授）
中津川 誠

不明者6名、重軽傷者15名の人

的被害があったほか、住家の被

害は、全半壊126棟、一部損壊

963棟、床上・床下浸水は1,262

棟に及んだ。

真沼津川水系：1河川（台風第11,9号）
【浸水面積 約20ha】

入鹿別川水系：1河川（台風第11,9号）
【浸水面積 約30ha】

鵡川水系：1河川 （台風第11,9号）
【床下浸水1戸、浸水面積 約30ha】

沙流川水系：1河川（台風第10号）

（室蘭工業大学大学院工学研究科教授）
平澤 亨輔
（札幌学院大学経済学部教授）
村上 光男
（北海道農業協同組合中央会常務理事）
森 昌弘
（北海道経済連合会専務理事）

【床下浸水12戸、全壊1戸、半壊1戸、浸水面積 約180ha】

（北海道経済連合会専務理事）
山田 朋人
（北海道大学大学院工学研究院准教授）
渡邊 康玄
（北見工業大学工学部教授）

※敬称略 五十音順氾濫により土壌流出した農地（清水町） 十勝川水系ペケレベツ川食品加工場の被災（芽室町） 鉄道の被災（JR新得駅周辺）



平成28年8月北海道大雨激甚災害を踏まえた今後の水防災対策のあり方(概要)   【①災害の特徴、課題】

【気象】 【近年の気象の変化】

北海道の近年の気象の変化と気候変動の影響平成28年８月北海道大雨激甚災害の特徴

【気象】

○観測史上初めて１週間に３つの台風が北海道に上陸、さらに台風第10号が接近

○連続する豪雨で年間降水量に匹敵する地域があるなど全道各地で記録的豪雨

○洪水が繰り返し発生して流域が湿潤状態となり、流出率が高い状況が発生

【河川の被害】

○時間雨量30mmを超える短時間雨量が約30年前の約1.9倍、線状降水帯の発生回数
が増加するなど、極端な雨の降り方が既に顕在化

○勢力が減衰しにくい太平洋側からのルートで北海道に接近・上陸する台風の割合が
増加

【気候変動の影響予測】
○国管理河川で堤防が決壊、特に上流部や支川において甚大な被害、本川下流

含む全道各地で計画高水位を超過

〇多数の中小河川等において河岸決壊等による家屋や橋梁流出等の被害が発生

○ダム等の治水施設や砂防施設が被害軽減に効果を発揮

【道路や鉄道 農業等の被害 避難の状況等】

【気候変動の影響予測】
○IPCC第５次評価報告書：気候システムの温暖化については疑う余地なし、21世紀末

までに中緯度の陸域のほとんどで極端な降水がより強くより頻繁となる可能性が非
常に高い

○北海道は、今世紀末、年最大日降水量が全国を上回る1.24倍になり、河川の現計画
の目標の治水安全度が年超過確率1/100の場合は1/25～50程度に減少との報告【道路や鉄道、農業等の被害、避難の状況等】

○幹線道路や鉄道の被災、多数の橋梁流出などにより、長期的・広域的に人流・
物流を担う重要交通網が分断され、社会・経済に深刻な影響が発生。橋梁被害
に関連する犠牲者も発生

〇広範囲にわたる農地被害や食品加工場の被災等により、全国の市場で野菜価
格が高騰するなど日本の食料供給 大きな影響 農地の土壌流出の被害や輪

の目標の治水安全度が年超過確率 / の場合は / 程度に減少との報告

○道内の一級河川の年最大流域平均雨量は全国平均を上回る1.1～1.3倍以上と予測

【気候変動への適応策】
○IPCC第５次評価報告書では、将来温暖化ガスの排出量の推移がどのシナリオに類

似した推移をたどっても、世界の平均気温は上昇するとされ、温室効果ガスの排出
の抑制等を行う「緩和策」だけでなく、影響に対する「適応策」を進めることが必要格が高騰するなど日本の食料供給へ大きな影響。農地の土壌流出の被害や輪

作体系への影響など、影響が長期に及ぶ懸念

○実際に避難した住民の割合は必ずしも高くない状況。一方、ホットラインが円滑
な避難勧告等の早期発令に貢献するなど、「水防災意識社会」再構築の取組に
一定の効果

の抑制等を行う「緩和策」だけでなく、影響に対する「適応策」を進めることが必要

○欧米諸国では、日本とは異なり、気候変動により増大する外力を踏まえた施設計画
や設計における対策などの気候変動適応策を既に実施

○日本においては平成27年3月に中央環境審議会が日本における気候変動の影響と
課題に関して意見具申。同年11月に「気候変動の影響への適応計画」が閣議決定

【平成28年８月大雨激甚災害等】

○河川の支川や上流部、中小河川における甚大な被害とともに、国管理河川の
本川 流にお も計画高水位を超過

対応すべき主な課題

【気候変動の影響】

○気候変動の影響により、今後必要な対策を講じなければ時間とともに安全度が低下
本川下流においても計画高水位を超過

○上流域からの土砂流出等による河岸決壊等を要因とした被害

○広範囲で甚大な農業被害により、日本の食料供給に大きな影響

○連続的な豪雨及び流域が湿潤状態で流出する状況を想定した対応を行う必要

○限られた人員や予算で延長の長い河川や多くの河川管理施設を管理している

気候変動 影響 り、今後必要な対策を講 なけ 時間 安 度 低
し、次世代に防災・減災に関わる負の遺産を継承してしまうというこれまで経験した
ことのない困難な状況に直面。近年の気象状況から気候変動の影響は既に顕在化

○日本では過去の降雨実績等に基づいて治水計画が立案されており、北海道はこれ
まで降雨量が少ないことから計画降雨量が相対的に小さい。一方、気候変動の影響
は、日本の中でも特に北海道において大きいとの予測 ○限られた人員や予算で延長の長い河川や多くの河川管理施設を管理している

状況。少子高齢化や人口減少等により樋門等の操作員の確保が困難な状況

○災害時に実際に避難した住民の割合は必ずしも高くない。災害リスクを踏まえ
た土地利用の誘導や規制については実効あるものにはなっていない。防災に
関わる行政職員の減少や災害経験の不足など、防災体制に課題

○欧米諸国では、既に気候変動の適応策が進められている一方、日本では実践的に
十分進められているとは言えない状況

〇今回の豪雨が札幌市等の大都市部を襲った場合には、社会・経済の中枢機能に甚
大な影響を与えるおそれ。大都市部の治水対策は喫緊の課題



○北海道は明治以降の治水事業により、順次社会を発展させてきた歴史がある。しかし、今後は気候変動の影響により、必要な対策を講じなければ治水の安全度が

基本方針

平成28年8月北海道大雨激甚災害を踏まえた今後の水防災対策のあり方(概要) 【②今後の水防災対策】

低下していくというこれまでに経験のない困難な状況に直面。次世代に安心・安全な北海道を引き継ぐため、速やかに対策に取り組まねばならない。

○今回甚大な被害に見舞われ、日本でも気候変動の影響が特に大きいと予測されている北海道から、次の時代に向けた新たな水防災対策のあり方を発信。地域の
発展と日本の課題解決を通じ、日本全体へ貢献することは北海道総合開発の主眼である。

気候変動の影響が現実のものになったと認識し、北海道から先導的に気候変動の適応策に取り組むべき。過去の降雨や水害等の記録だけではなく、気候変動に
よる将来の影響を科学的に予測し 具体的なリスク評価をもとに治水対策を講じるべき その際 将来の世代において治水安全度を低下させないことが基本よる将来の影響を科学的に予測し、具体的なリスク評価をもとに治水対策を講じるべき。その際、将来の世代において治水安全度を低下させないことが基本。

引き続き施設整備は必要であり、さらに、気候変動による災害の激甚化が予想される中、施設では守り切れない洪水は必ず発生するとの認識のもと、北海道民、
地域、市町村、北海道、国等が一体となり、ハード・ソフト両面からあらゆる対策を総動員し、防災・減災対策に向けた取組を行うべき。

今回生じた甚大で特徴的な被害の要因を分析し、治水計画や維持管理へ反映すべき。その際、技術開発に挑むとともに、新しい技術を積極的に導入すべき。

北海道においては、命を守る治水対策を進めるとともに、日本の食料供給基地としての農業を守る治水対策を強化し、「生産空間」を保全して全国に貢献すべき。

(１）気候変動を考慮した治水対策 (２）ハード対策とソフト対策の総動員

今後の水防災対策のあり方

北海道においては、命を守る治水対策を進めるとともに、日本の食料供給基地としての農業を守る治水対策を強化し、 生産空間」を保全して全国に貢献す き。

【気候変動の影響予測とリスクの社会的共有】

• 北海道における気候変動の影響を最新の知見に基づき科学的に予測

• 将来の被害想定などの具体的なリスクを評価し、社会的に共有

【リスクに対する対策の構築、気候変動を考慮した治水計画】

• 引き続き治水施設の整備を進めていくとともに、気候変動の影響による災害の激甚化を踏
まえ、施設能力を超える洪水は発生するとの認識のもと、ハード・ソフトを総動員し、被害を
防ぎ、軽減するための対策を実施

【ハード・ソフトの各種対策の可能性及び限界を踏まえた対策の組立】
• ハード・ソフトの機能や役割分担を明確にしながら対策を構築。各種対策の現状の限界や【リスクに対する対策の構築、気候変動を考慮した治水計画】

• リスク評価をもとに、治水計画やリスク管理の目標を設定

• ハード対策やソフト対策を総動員して対策を検討 （（２）参照）

• 諸外国の事例も参考にしながら、将来予測される外力増大に対するリス
クの最小化等の観点を踏まえ、現時点における気候変動を考慮した治水
計画を検討・策定

ハ ド ソフトの機能や役割分担を明確にしながら対策を構築。各種対策の現状の限界や
課題を踏まえて新たな対策の可能性を検討・評価し、組み立てるプロセスが重要

施設整備は果たす機能は確実であるが、時間とコストを要し、地域への影響等も考慮する必要。気候変動
の影響に伴い降雨等の変動が大きくなるという特性を踏まえて対策を検討することが必要

避難対策は、地域と十分に議論し、その確実性と困難性を明らかにしいていくことが必要（（３）参照）
災害リスクを考慮した土地利用について、まずは水害リスクの低い地域へ土地利用を誘導すべくリスク情

報の提供を積極的に進めることが必要 さらに 津波防災地域づくり法の事例など 取組の構築が必要計画を検討・策定

• 気候変動の将来予測が有する変動幅や観測方法等が有する変動幅を考
慮したリスク分析を実施、危機管理等への活用を検討

【将来的に気候変動に迅速に対応できる対策】
• 将来の外力増大に早期に対応でき柔軟に追随できる施設設計等を検討

報の提供を積極的に進めることが必要。さらに、津波防災地域づくり法の事例など、取組の構築が必要

【土地利用と一体となった氾濫抑制等の治水対策】
• 霞堤や二線堤等の整備、道路等の連続盛土構造物等の保全・活用を検討
霞堤等は、一部区域の氾濫は許容するものの、壊滅的な被害を防ぐなどの機能を有しており、施設能力を

超える洪水は発生することを前提に、地域が氾濫形態や被害形態を選択できるような議論が重要
北海道の地域特性を踏まえ、農地等の土地利用の考慮や生産活動との連携も含めて対策を検討

【気候変動への適応策の進め方】
• 気候変動に対応した時間軸の中で、対策を担う主体の役割分担を明確に

しつつ、気候変動の影響の程度や社会・経済情勢等を総合的に評価しな
がら、段階的に適応策を組み立て、検証しながら進めていく

北海道の地域特性を踏まえ、農地等の土地利用の考慮や生産活動との連携も含めて対策を検討

【危機管理型の施設整備、大規模構造物の安全性の確認】
• 施設能力を上回る洪水時にも被害の軽減を図るような危機管理型の施設整備を検討
• 堤防決壊時の被害抑制工法など、減災工法について現地実験等を行い技術開発
• 大規模構造物等について設計を上回る外力が発生した場合を想定して安全性を確認
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(４）支川や上流部等の治水対策

【水系一貫した治水対策】• 避難を実効性のあるものにするため、地域と十分に議論し、その確実性と困難性を明らかにしなが

(３）避難の強化と避難体制の充実

【水系 貫した治水対策】

• 気候変動の影響は、河川の規模、本川や支川等にかかわらず、
全ての河川が直面する課題であり、国や北海道等がより一層連
携を深め、水系一貫した河川整備や河川管理を実施するととも
に、被害を最小化するための対策を総動員

【支川や上流部等の治水安全度の向上】

ら防災・減災対策を進める必要

【「水防災意識社会」再構築等の取組の推進】
• 「水防災意識社会」再構築の取組を、北海道管理区間も含めて一層推進

• 札幌市等の大都市部において、地下空間対策等も含めて危機管理体制の強化

• 国から自治体への支援強化、職員研修や訓練等の充実、洪水経験を共有する仕組み等を検討 【支川や上流部等の治水安全度の向上】

• 暫定的な掘削断面や局所的な対応などの改修方法の工夫や既
設ダムの再開発や遊水地等の洪水調節施設等により、下流に
負荷をかけずに支川や上流部の治水安全度を早期に向上

【土砂等の影響への対策】

国から自治体 の支援強化、職員研修や訓練等の充実、洪水経験を共有する仕組み等を検討

• 減災対策協議会の場等の活用で連携強化し、国・北海道・市町村等が総力を結集して災害に対応

【住民等との災害リスク情報の共有化】

• 旧河道などの過去の地形を周知。街の中の浸水実績等の表示についてより容易で多くの箇所に表
示する手法の検討。ハザードマップの高度化等の検討

• 水位周知河川の指定促進 未指定河川における水害リスク情報の提供 【 砂等 影響 対策】

• 洪水時の土砂流出や河道の変化状況、河道内の樹木・流木等
の影響など、今回の被災状況を調査・分析し、今後の河道計画
や維持管理に反映。土砂動態等に関する調査・研究の推進

• 土砂等の流出抑制対策や河川の浸食対策、堤防強化対策

• 水位周知河川の指定促進、未指定河川における水害リスク情報の提供

• 切迫した河川の状況に関する説明会を一定の頻度で開くなど、迅速な報道機関への情報提供

• 一般住民が普段から川に接し、親しむことで災害リスクをより正しく認識できる素地を養う

【避難施設の整備】 治水施設の整備とあわせて、避難路や避難場所等を一体的に整備

【被災要因の分析と対策、防災・減災技術の研究開発、ソフト対策】

• 橋台背面の洗掘等による橋梁の被災や頭首工の被災等による経済や人的被害などを踏ま
え、その被災要因を分析し、それにもとづき有効な対策を検討

(６）許可工作物等への対応
【既設ダムの有効利用】
• 既設ダム（発電・農業用ダムを含む）の再開発や、洪水予測精度の向上

を踏まえた予備放流方式の導入など、既設ダムを最大限活用

【堤防の評価や堤防強化対策】

(５）既存施設の評価及び有効活用

• 河川の流路変動等による特徴的な被害状況を踏まえ、防災・減災技術の研究開発に努める

• 関係機関の情報共有や伝達方法等のソフト対策をあわせて検討

(７）生産空間の保全

【堤防の評価や堤防強化対策】
• 堤防の被災状況について調査・分析を行い、今後の堤防の危険度の評

価方法や強化方法など、堤防管理等に反映、堤防強化対策の検討

【観測体制の強化・洪水予測精度の向上】

• 観測網の充実や欠測時の対応など、観測体制の強化

【農業に関わる治水対策の適正な評価方法】

• 生産空間に関わる治水対策の効果のより適正な評価方法を検討

【農地の利用形態等を考慮した治水対策、農業と河川事業の連携】

• 畑作地帯や水田地帯等の農地の形態や農作物の特性等を考慮した治水対策を検討

農地の排水事業と河川事業の連携などにより より効率的で早期に排水可能な対策を検討

• ダムの管理や避難勧告等の防災対応に活用可能となる洪水予測技術
の開発、精度の向上

【河川の適切な維持管理、施設の効果の確実な発現】

• 河道内の堆積土砂や樹木・流木について、より一層民間企業と連携して
有効活用、より有効に活用するための技術開発

• 農地の排水事業と河川事業の連携などにより、より効率的で早期に排水可能な対策を検討

【河道掘削土や河道内樹木・流木等の農業への有効活用】

• 河道掘削土や河道内の伐採木・流木、堤防除草等について、民間の活力も導入しつつ、地
域の農地等への有効活用、より有効に活用するための技術開発の推進

有効活用、より有効に活用するための技術開発

• 樋門の自動ゲート化の推進や樋門等の操作の地域の協力体制の検討
など、確実な施設の運用体制確保の取組

• ICT等を用いた監視体制強化など、河川管理の高度化等の技術開発

• 施設の適切な維持管理・更新、中小河川等の管理水準の持続的確保
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１．平成28年8月北海道大雨激甚災害の概要
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気象の概況①

平成28年8月17日～23日の1週間に観測史上初めて3個の台風が北海道に上陸し、道東を中心に大雨により河川の氾濫や

本文P.3
2.1

土砂災害が発生した。また、8月29日から前線に伴う降雨があり、その後、台風第10号が北海道に接近し、串内観測所

では8月29日から8月31日までの累加雨量が515mmに達するなど、各地で記録的な大雨となった。

アメダス降水量分布
（平成28年8月15日1時～24日24時）

アメダス降水量分布
（平成28年8月29日1時～31日9時）

（日本気象協会 配布資料から転載）
（平成 年 月 日 時 日 時）

（日本気象協会 配布資料から転載）

串内観測所
(開発局データ)
8月29日～8月31日
累加雨量 515mm

台風7号
8/17上陸

戸蔦別川上流観測所
(開発局データ)
8月29日～8月31日

台風11号
8/21上陸

台風9号
8/23上陸

台風 号

◆道内の主要な地点における年降水量の平均値（mm）

地点名 年降水量の平均値（㎜） 統計期間 地点名 年降水量の平均値（㎜） 統計期間

8月29日 8月31日
累加雨量 505mm台風10号

8/30接近

地点名 年降水量の平均値（㎜） 統計期間 地点名 年降水量の平均値（㎜） 統計期間

札幌 1106.5 1981～2010 釧路 1042.9 1981～2010

函館 1151.7 1981～2010 帯広 887.8 1981～2010

小樽 1232.0 1981～2010 網走 787.6 1981～2010

旭川 1042.0 1981～2010 北見 763.6 1981～2010

室蘭 1184 8 1981～2010 留萌 1127 0 1981～2010

８／１６～８／３１の雨量観測について
・串内観測所（空知郡南富良野町） 総雨量 ８８８mm
・戸蔦別川上流観測所（北海道帯広市） 総雨量 ８９５mm

室蘭 1184.8 1981～2010 留萌 1127.0 1981～2010

※本資料の数値は速報値であるため、今後の調査で変わる場合があります。 3



気象の概況②

平成28年８月の北海道の降水量は 道内アメダス225地点中“89地点”で月の降水量の極値（１位）を更新し 道東の太平洋側

本文P.3
2.1

平成28年８月の北海道の降水量は、道内アメダス225地点中 89地点 で月の降水量の極値（１位）を更新し、道東の太平洋側
の広い地域では平年の２～４倍となる500ミリを超える降水量となった。年間降水量に相当する降水量を記録した地域もある。

＜月降水量（多い方から）の極値を更新した地点（上位20地点）＞

1 ぬかびら源泉郷
　　　　　　げんせんきょう

(十勝) 978.0 mm 575.0 mm (1981年 8月) 403.0 mm (170%) 197.9mm (494%)

2 糸櫛別
いとくしべつ

(根室) 819.0 mm ) 477.0 mm (1994年 9月) 342.0 mm (172%) 169.5mm (483%)

２位
１位と２位の差

（比）
１位（2016年8月） ８月の平年値（比）

平成28年８月の北海道の月降水量

3 宇登呂
うとろ

(オホーツク) 800.5 mm 507.0 mm (1981年 8月) 293.5 mm (158%) 119.3mm (671%)

4 羅臼
らうす

(根室) 791.0 mm 392.5 mm (2012年11月) 398.5 mm (202%) ---- (---%)

5 上標津
かみしべつ

(根室) 719.5 mm 278.0 mm (2009年 7月) 441.5 mm (259%) ---- (---%)

6 三股
みつまた

(十勝) 714.0 mm 354.5 mm (2011年 9月) 359.5 mm (202%) ---- (---%)

7 根室中標津
ねむろなかしべつ

(根室) 700.0 mm 344.0 mm (2009年 7月) 356.0 mm (203%) 136.2mm (514%)

8 阿寒湖畔
あかんこはん

(釧路) 694.5 mm 451.0 mm (1981年 8月) 243.5 mm (154%) 152.2mm (456%)

9 中標津
なかしべつ

(根室) 666.0 mm 345.0 mm (1994年 9月) 321.0 mm (193%) 147.8mm (451%)

10 中杵臼
なかきねうす

(日高) 646.5 mm 590.0 mm (1981年 7月) 56.5 mm (110%) 246.1mm (263%)

11 標津
しべつ

(根室) 631.0 mm 359.0 mm (1992年 9月) 272.0 mm (176%) 137.8mm (458%)

12 白金
しろがね

(上川) 629.0 mm 421.5 mm (2011年 9月) 207.5 mm (149%) 179.7mm (350%)

13 幾寅
いくとら

(上川) 625.5 mm ) 343.0 mm (2001年 9月) 282.5 mm (182%) 161.7mm (387%)

14 新得
しんとく

(十勝) 613.5 mm 455.0 mm (1981年 8月) 158.5 mm (135%) 196.7mm (312%)

15 上札内
かみさつない

(十勝) 601.5 mm 594.0 mm (1981年 8月) 7.5 mm (101%) 188.9mm (318%)

16 鶴居
つるい

(釧路) 595.0 mm 360.0 mm (1998年 8月) 235.0 mm (165%) 129.0mm (461%)

17 標茶
しべちゃ

(釧路) 591.0 mm 371.0 mm (1992年 9月) 220.0 mm (159%) 136.7mm (432%)
● 統計開始以降で1位を更新した

アメダス地点

）：観測値は欠測あり。

標茶

18 中徹別
なかてしべつ

(釧路) 578.5 mm 345.0 mm (2000年 4月) 233.5 mm (168%) 167.3mm (346%)

19 別海
べつかい

(根室) 550.5 mm 408.0 mm (1992年 9月) 142.5 mm (135%) 141.5mm (389%)

20 置戸常元
おけとつねもと

(オホーツク) 550.0 mm 267.0 mm (2006年 8月) 283.0 mm (206%) ---- (---%)

札幌管区気象台提供資料から転載

アメダス地点。
× 更新しなかった地点。

※本資料の数値は速報値であるため、今後の調査で変わる場合があります。
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気象の概況③

平成28年8月の北海道における豪雨では、本州が過去に経験した 大級の長期の豪雨に匹敵する降水量を観測

本文P.3
2.1

※図中白の実線は500[mm/15days]

平成28年8月中-下旬の北海道豪雨と全国の年 大15日降水量

山田朋人准教授（北海道大学）提供
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平成２８年８月２０日からの断続的な大雨により、北海道内の５水系６河川（石狩川水系空知川、十勝川水系十勝川及び札内

国管理河川の水位の状況 本文P.3
2.1

平成２８年８月２０日からの断続的な大雨により、北海道内の５水系６河川（石狩川水系空知川、十勝川水系十勝川及び札内
川、常呂川、網走川、釧路川）の観測所において既往 高の水位を記録した。

既往 高の水位を記録した観測所は本川で9地点に及び、十勝川の支川では8観測所で既往 高水位を記録した。

十勝川 茂岩観測所 （他11観測所においても 高水位を記録）
既往 高水位を記録した河川

（国管理河川）

12

14

)

十勝川 茂岩観測所

計画高水位 11.63m
12.68m

（他11観測所においても 高水位を記録）

網走川

常呂川 上川沼

太茶苗

上川沼

6
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※本資料の数値は速報値であるため、今後の調査で変わる場合があります。
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流量・雨量の状況（常呂川・十勝川）

常呂川や十勝川では、河川整備基本方針の基本高水流量に匹敵するような洪水流量となった。

本文P.3
2.1

十勝川常呂川

＜流量＞＜流量＞
河川名 札内川 音更川十勝川

地点名 北見 上川沿

洪

地点名 帯広 茂岩 札内 音更

実績流量 約6,200m3/s 約13,700m3/s 約3,000m3/s 約1,200m3/s

ダム戻し・はん濫戻し流量 約6,400m3/s 約14,700m3/s 約3,200m3/s 約1,500m3/s

基本高水流量 6,800m3/s 15,200m3/s - -

計画高水流量

地点名 北見 上川沿

実績流量 約1,700m3/s 約1,900m3/s

ダム戻し・はん濫戻し流量 約1,700m3/s 約2,200m3/s

基本高水流量 1,900m3/s -

計画高水流量 1,600m3/s 2,000m3/s

＜観測所上流の流域平均雨量＞

地点名 帯広 茂岩

実績雨量（8/29 31） 197 7 /3日 165 0 /3日

＜観測所上流の流域平均雨量＞

地点名 北見 上川沿

実績雨量 104.8mm/12hr 98.4mm/12hr
上川沿

計画高水流量 6,100m3/s 13,700m3/s 2,700m3/s 1,700m3/s

整備計画目標流量（河道配分流量） 4,300m3/s 10,300m3/s 1,400m3/s 900m3/s
整備計画目標流量（河道配分流量） 1,300m3/s 1,500m3/s

ダ

実績雨量（8/29～31） 197.7mm/3日 165.0mm/3日

計画降雨量（1/150） 245.7mm/3日 214.8mm/3日
計画降雨量（1/100） 137.5mm/12hr -

上川沿

北見 帯広

十勝ダム

音更
十勝川

音更川

利別川

鹿ノ子ダム

茂岩

札内

札内川

7

鹿ノ子ダム

※算定途上の値であり、今後変更となる可能性がある。

札内川ダム
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今回の出水では、これまでに例のない連続した台風の上陸により、水位が下がりきらずに再び水位が上昇する現象(水位上

今回の出水の特徴① 【水位】 本文P.3
2.1

今回の出水では、これまでに例のない連続した台風の上陸により、水位が下がりきらずに再び水位が上昇する現象(水位上
昇も速い)がみられた。
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連続して台風が上陸するなどまとまった降雨が続くと、流域の土壌が飽和状態となり、流出率が大きくなる。

今回の出水の特徴② 【流出】 本文P.3
2.1

連続して台風が上陸するなどまとまった降雨が続くと、流域の土壌が飽和状態となり、流出率が大きくなる。

常呂川上川沿 R Q関係 60分デ タ

600

常呂川上川沿 R-Q関係 60分データ
2016/8/1～2016/9/14

400

500

m
)

流域が湿潤状態となり流出率が増大

200

300

積
算

流
出

高
(m

m

②
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積算雨量と積算流出高の比が
１に近いほど土壌が湿って降
雨が損失せず、そのまま流出し

原図 室蘭工業大学・中津川誠教授 ていることを意味する。

※算出に用いた流量は算定途上の値であり、今後変更の可能性がある。 9



■被害の特徴

今夏の大雨による被災状況

８月２９日からの大雨

本文P.4
2.2

■被害の特徴
・支川・上流域で多く氾濫、本
川下流でも計画高水位超過

・農業被害（生産拠点の被災）
・橋梁の被災

区分
８月１６日からの大雨
（台風第７号含む）

８月２０日からの大雨
（台風第１１号、９号含む）

８月２９日からの大雨
（台風第１０号、１３号からの

温帯低気圧含む）

（１）避難指示・勧告

①避難指示
大１市町村

１，６２６人
大１０市町村

１４，５４２人
大１５市町村
５，３３５人

大８市町村 大３５市町村 大２３市町村・橋梁の被災
・鉄道や道路の被災による
交通網途絶

②避難勧告
大８市町村

９，８８３人
大３５市町村

６１，０８０人
大２３市町村

５４，１８４人

③ 大避難者数 ２５９人 ２，８４５人 ８，０６６人

（２－１）人的な被害状況

①死者 － １名 ３名

②不明者 － － ２名

③重傷者 ２名③重傷者 － ２名 －

④軽傷者 ３名 ８名 ２名

（２－２）住家の被害状況

①全壊 － － ２９件

②半壊 ３件 ３件 ９１件

③一部損壊 ８件 ４２件 ９１３件

④床上浸水 ４０件 ８４件 １４９件④床上浸水 ４０件 ８４件 １４９件

⑤床下浸水 ７８件 ５５９件 ３５２件

（２－３）河川の被害状況

①堤防決壊（国管理） － １河川 ３河川

②堤防決壊（道管理） － ２河川 ３河川

③河川氾濫（国管理） － ２河川 ３河川

④ 濫（道管 ）氾濫により土壌流出した農地（清水町） ④河川氾濫（道管理） １２河川 ４３河川 １９河川

（２－４）土砂災害

①国道 １１路線１５区間 １３路線１８区間 １８路線２９区間

②道道 １３路線１３区間 ６２路線９３区間 ２１路線３０区間

（２－５）産業被害

①農業
８，５８６ヘクタール

棟
１０，４８９ヘクタール

棟
２１，１８３ヘクタール

棟
①農業

６１７棟 ３４４棟 ２，７５７棟

②水産 １０３件 ２００件 １，９１５件

③林業 ５２件 ２６８件 ２３３件

④商業 ４５件 ３０件 ３５９件

⑤工業 １７件 １６件 １１２件

（２－６）鉄道被害

（出典）
北海道作成資料、ＪＲ北海道作成資料

ＪＲ新得駅周辺における鉄道の被災

※ 平成28年12月時点
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①ＪＲ北海道 － 石北線（上川～白滝） 根室線・石勝線 （トマム～芽室）
根室線（東鹿追～新得）
日高線（鵡川～様似）



国管理河川の主な被害状況

■国管理河川では、石狩川水系空知川、十勝川水系札内川等で堤防が決壊するなどの被害が発生。北海道の国管理河川の

本文P.4
2.2

■国管理河川では、石狩川水系空知川、十勝川水系札内川等で堤防が決壊するなどの被害が発生。北海道の国管理河川の
堤防の決壊は、昭和56年洪水以来。

8月20日から続く大雨
常呂川水系常呂川（北見市）

台風第９号による大雨
常呂川水系常呂川（北見市）

・堤防決壊 １箇所 越水4箇所
・浸水面積 約500ha

台風第９号による大雨
石狩川水系石狩川（深川市、旭川市）

・溢水
・浸水面積 約１20ha 浸水家屋 4戸

台風第10号による大雨台風第10号による大雨
十勝川水系札内川（帯広市）

・堤防決壊 2箇所
・浸水面積 約50ha 浸水家屋2戸他台風第10号による大雨

石狩川水系空知川（南富良野町）
・堤防決壊 2箇所
・浸水面積 約130ha 浸水家屋189戸・浸水面積 約130ha 浸水家屋189戸
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石狩川水系辺別川及び常呂川水系東亜川で堤防が決壊する等、17水系44河川において浸水被害等が発生。

北海道管理河川の主な被害状況①（台風第１１号、第９号） 本文P.4
2.2

石狩川水系：22 河川
【床下浸水16戸、床上浸水1戸、浸水面積370.1ha】

いしかりがわ

渚滑川水系：1河川
【 床下浸水1戸、浸水面積12.0 ha】

しょこつがわ

ゆうべ がわ

常呂川水系：3河川
【床下浸水11戸 、床上浸水1戸、

浸水面積117.5ha】

ところがわ

決壊箇所

湧別川水系：1河川
【浸水面積21.8 ha】

ゆうべつがわ

常呂川水系東亜川（被害状況）H28.8.23撮影

ところがわ とうあがわ

藻琴川水系 １河川

網走川水系：2河川
【浸水面積19.1ha】

あばしりがわ

もことがわ

石狩川水系辺別川（被害状況）H28.8.23撮影
いしかりがわ べべつがわ

藻琴川水系：１河川
【浸水面積29.0ha】

鵡川水系：1河川 【床下浸水1戸、 浸水面積25.1ha】
むかわ

真沼津川水系 1河川

鵡川水系： 河川 【床下浸水 戸、 浸水面積25. ha】

しんぬつがわ

石狩川水系ペーパン川（被害状況）H28.8.21撮影
いしかりがわ

真沼津川水系：1河川
【浸水面積19.3ha】

入鹿別川水系：1河川
【浸水面積26.9ha】

いりしかべつがわ

鵡川水系穂別川（被害状況）H28.8.25撮影
むかわ ほべつがわ
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十勝川水系芽室川で堤防が決壊する等、7水系19河川において浸水被害等が発生。

北海道管理河川の主な被害状況②（台風第１０号） 本文P.4
2.2

湧別川水系：２河川
【浸水面積20ha】

ゆうべつがわ

石狩川水系：2河川
【床下浸水24戸、床上浸水5戸、
浸水面積69h 】

いしかりがわ

斜里川水系：2河川
【浸水面積66ha】

しゃりがわ

浸水面積69ha】

沙流川水系：1河川
【床下浸水12戸、全壊1戸、半壊1戸、
浸水面積180ha】

さるがわ

奥蘂別川水系：1河川
【浸水面積36ha】

おくしべつがわ

十勝川水系：10河川
【家屋流出15戸、床上浸水58戸、

とかちがわ

浸水面積 80 a】
床下浸水111戸、浸水面積912ha】

おりとがわ

十勝川水系芽室川（被害状況）H28.8.31撮影
とかちがわ めむろがわ

沙流川水系沙流川（被害状況）H28.8.31撮影
さるがわ さるがわ

十勝川水系ペケレベツ川（被害状況）
H28.8.31撮影

十勝川水系ペケレベツ川（被害状況）
H28.9.1撮影

とかちがわ とかちがわ

十勝川水系パンケ新得川（被害状況）H28.9.1撮影
とかちがわ しんとくがわ

13



常呂川の被災状況

 8月20日からの降雨により、常呂川の太茶苗観測所では、観測史上第1位の水位を記録し、常呂川本川では越水が4箇所発

本文P.4
2.2

支川柴山沢川（2-7区間）堤防の決壊

21日 5:20 柴山沢川の堤防の 一部流出を確認（延長約100m）
22日 緊急復旧工事 着手

しばやまざわ

左岸24.0k 堤防天端敷砂利の一部流出

21日 0:10 堤防からの越水を確認
21日 5:20 堤防天端の敷砂利一部流出を確認

支川柴山沢川（2-7区間（注））堤防の決壊

8月20日からの降雨により、常呂川の太茶苗観測所では、観測史上第1位の水位を記録し、常呂川本川では越水が4箇所発
生、支川柴山沢川では堤防が決壊。浸水家屋は生じなかったが、外水氾濫により約500haが浸水した。

22日 緊急復旧工事 着手
26日 緊急復旧工事 完了

8月26日
緊急復旧工事完了

21日 5:20 堤防天端の敷砂利一部流出を確認
21日15:40 応急対策 完了

堤防天端の敷砂利一部流出 応急対策状況

8月21日05:20頃8月21日5時20分 8月21日15時40分

左岸22.6k 堤防裏法崩れ

21日
越水箇所

支川の堤防決壊箇所 福山地区0:40 堤防からの越水を確認
（越流幅70m）

0:50 堤防裏法の崩れを確認
（幅16m）

5:20 越水終了を確認
13:50 応急対策 完了

KP22.6左岸

支川の堤防決壊箇所

上川沿観測所
かみかわぞい

福山地区

日吉地区

KP18.6左岸

浸水
約45ha

浸水約170ha
(東亜川（道管理）約120ha含む) 常

呂
川

時

KP21.4右岸

太茶苗観測所
（18.9k）

ふとちゃなえ （10.9k）浸水
約60ha

浸水
約60ha

被害地域
（常呂自治区）

8月21日04時30分
KP24.0左岸

＜避難状況＞
避難勧告 20日19:45 浸水地区（福山・日吉）を含む常呂自治区（1,302世帯、2,893人）
避難指示 20日22:20 福山地区（17世帯56人）に発令後、

21日00:40 浸水地区（福山・日吉）を含む常呂自治区（1,302世帯、2,893人）に発令
訓子府町

置戸町

北見市

（注）国管理区間の改良工事と一体として施工する必要があるため、河川法施行令第2条第7号に基づき、指定区間のうち国が工事を施工する区間。
※本速報に記載されている数値や図表は速報値であり、今後、変更となる可能性があります。

8月21日13時50分
氾濫発生情報の発表は21日01:00 避難所へは 大484人が避難
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札内川の被災状況

札内川左岸（帯広市中島町）で約200ｍにわたり堤防が決壊し、また、戸蔦別川（北海道管理区間）において堤防が決壊した。

本文P.4
2.2

札内川左岸（帯広市中島町）で約200ｍにわたり堤防が決壊し、また、戸蔦別川（北海道管理区間）において堤防が決壊した。
約50haが浸水し、住宅2世帯や倉庫、民間発電事業者のソーラー発電施設が被災するなど甚大な被害が生じた。

十勝川流域

決壊箇所
約２００m

×

十勝川流域

被害地域
（帯広市中島町）

KP25.0左岸決壊
（31日5:20頃確認）

浸水範囲×

×
戸蔦別川右岸決壊（道管理区間）

札内川の堤防決壊

（約50ha）

8月31日 5時20分頃
堤防決壊を確認（約200ｍ）

9月7日 24時
緊急復旧 完了

札内川の堤防決壊

×

決壊地点
（道管理区間）

※ 記載されている数値や図表は速報値であり、今後、変更となる可能性があります。
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空知川の被災状況

空知川上流（南富良野町幾寅地区）では、上流部で堤防が決壊して氾濫した流れは、概ね旧河道に沿って流れ、家屋の倒

本文P.4
2.2

空知川上流（南富良野町幾寅地区）では、上流部で堤防が決壊して氾濫した流れは、概ね旧河道に沿って流れ、家屋の倒
壊などの甚大な被害を与えた。氾濫流は、下流部で堤内側から堤外側へ越水し、堤防が決壊。

昭和23年航空写真昭和２３年航空写真昭和23年航空写真

破堤箇所堤防決壊箇所

昭和２３年航空写真 太平橋氾濫水氾濫水

堤防決壊堤防決壊箇所

堤防決壊

R38

©国土地理院©国土地理院

堤防決壊

太平橋
R38富良野

空知川

16北海道大学清水康行教授作成資料から



空知川の被災箇所の状況

浸水した範囲は、主に氾濫平野（後背湿地や旧河道を含む）であった。

本文P.4
2.2

浸水した範囲は、主に氾濫平野（後背湿地や旧河道を含む）であった。

南富良野町における決壊箇所と
浸水範囲
（北海道開発局資料から抜粋）

氾濫平野盛土地・埋立地

決壊箇所 浸水範囲

旧河道

後背湿地 氾濫平野

扇状地扇状地

旧河道

氾濫平野段丘面

微高地

山地山麓堆積地形

標高と浸水範囲

国土地理院北海道地方測量部提供

決壊箇所

浸水範囲

標高と浸水範囲

長く浸水してい
る箇所の一部

は旧河道

浸水範囲

は旧河道

国土地理院北海道地方測量部提供 17国土地理院北海道地方測量部提供



十勝ダムにおいては、４回の洪水調節を行うとともに、下流の水位状況を見ながら、放流量を低減させる特別防災操作を実

ダムの状況① 本文P.4
2.2

施し、下流水位低減に効果を発揮。
札内川ダムは、洪水調節用のゲート設備を有しないため、一山目のピークについては洪水量を大きく低減させることができた

が、二山目のピ－クの途中で非常用洪水吐きから越流することとなった。

４個の台風に対し洪水調節を行うとともに、下流の水位と次々と迫る台風に
よる降雨の予測をみながら特別防災操作を実施。

連続した台風と､台風第１０号に伴う降雨により計画洪水流量を超える
流入量を観測。
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金山ダムにおいては、設計洪水流量を超過する流量がダムに流入したが、洪水を大幅に調整し下流の被害軽減に寄与。

ダムの状況② 本文P.4
2.2

金山ダムにおいては、設計洪水流量を超過する流量がダムに流入したが、洪水を大幅に調整し下流の被害軽減に寄与。
今回の出水において、ダムでは、連続した降雨により繰り返し洪水調節を実施し、下流の被害軽減に大きく寄与した。

金山ダム
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下流河川内で実施の緊急復旧工事の

状況を踏まえ、放流量を低減する
特別防災操作を実施

下流河川での緊急復旧工事の状況を踏まえ、

放流量を低減する特別防災操作を実施
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ペケレベツ川 上流域の状況

 上流部や支渓流からの土砂流出が多く見られるが、堰堤では土砂と流木を捕捉。一部の堰堤に被災が見られたものの、

本文P.4
2.2

斜め斜めAA H28 9 1H28 9 1撮影撮影

流部 支渓流 砂流 多 見 、堰堤 砂 流木を捕捉。 部 堰堤 被災 見 、
堰堤工の機能が発揮。

下流の渓流保全工では、護岸が一部被災を受けたものの、土砂堆積や側岸侵食が見られず、渓流保護工の機能が発揮。

22号堰堤堆砂状況号堰堤堆砂状況(H14(H14）） 11号堰堤堆砂状況号堰堤堆砂状況(H14(H14）） 斜め斜めBB：：H28.9.1H28.9.1撮影撮影斜め斜めAA：：H28.9.1H28.9.1撮影撮影 22号堰堤堆砂状況号堰堤堆砂状況(H14(H14））

22号堰堤堆砂状況号堰堤堆砂状況

11号堰堤堆砂状況号堰堤堆砂状況(H14(H14））

11号堰堤堆砂状況号堰堤堆砂状況22号堰堤堆砂状況号堰堤堆砂状況
(H28.9.2(H28.9.2撮影）撮影）

11号堰堤堆砂状況号堰堤堆砂状況
(H28.9.2(H28.9.2撮影）撮影）

斜め斜めDD

H28.9.7撮影

国有

11号砂防堰堤号砂防堰堤

22号砂防堰堤号砂防堰堤

斜め斜めCC：上流域の荒廃状況（：上流域の荒廃状況（H28.9.7H28.9.7撮影）撮影）

砂防堰堤により砂防堰堤により
約約 318,000318,000㎥の⼟砂を捕捉㎥の⼟砂を捕捉

砂防堰堤により砂防堰堤により
約約 123,000123,000㎥の⼟砂を捕捉㎥の⼟砂を捕捉

渓流保全工の状況渓流保全工の状況
〔〔２号砂防堰堤下流付近２号砂防堰堤下流付近〕〕

11

斜め斜めBB
斜め斜めCC

旧日勝スキー場旧日勝スキー場

国有
保安林

国有
保安林

旧日勝スキー場旧日勝スキー場

ペ
ケ
レ

ペ
ケ
レ

渓流保全工（渓流保全工（H13H13完）完）
号
砂
防
堰
堤

号
砂
防
堰
堤

（（
4141
完
）
完
）

SS

斜め斜めAA

国有
保安林

斜め斜めDD：上流域の荒廃状況（：上流域の荒廃状況（H28.9.7H28.9.7撮影）撮影）

レ
ベ
ツ
橋

レ
ベ
ツ
橋

22
号
砂
防
堰
堤

号
砂
防
堰
堤

（（
55
完
）
完
）

HH
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農業被害状況①

一連の台風による被害面積は38,927ha、被害金額は543億円(9/27 北海道発表による)。十勝地域やオホーツク地域などの道東の畑

本文P.5
2.2

作地帯での被害が大きく、作物ではばれいしょやスイートコーン、たまねぎなどの野菜類が被害額の大部分を占めている。
農作物が浸水等することにより、収穫できない・収穫が遅れるなどの被害が発生。農地の被害として、作物や土壌の流出、上流から

の土砂の流入が発生。食品加工場の被災により、受入予定であった農作物の生産者等にも影響。
十勝地方では小麦、ばれいしょ、てんさいを中心とした輪作体系が確立しており、 被害のあった圃場で小麦が作付できなかった場合、

輪作体系のバラ が崩れ その影響は翌年以降も続く とが懸念される

てんさい

18億円(7%)

その他

12億円(5%)
共同利用施設

30億円(6%)

その他

30億円(6%)
その他

49億円(9%)

輪作体系のバランスが崩れ、その影響は翌年以降も続くことが懸念される。

農業被害の内訳 地域別被害の内訳

ばれいしょ

119億円(45%)

野菜

豆類

26億円(10%)

農作物

263億円(48%)
農地 農業用施設

30億円(6%)

十勝

300億円(55%)
オホ ク

上川

73億円(13%)

野菜

(スイートコーン、

たまねぎ)
87億円(33%)

農地・農業用施設

220億円(40%)

88

オホーツク

121億円(22%)

農作物の多くが流され、土砂が堆積している

（帯広市 ばれいしょ畑）

国産スイートコーン缶詰の国内シェア80%を占める缶詰工場が被
災。復旧のめどが立たず、2016年産のとうもろこし等を原料とした
商品の製造を中止。契約畑において出荷ができない事態。

農作物が浸水被害を受け、収穫できない・収穫に

遅れが生じている（芽室市 デントコーン畑）

農作物ごと土壌が流出し、上流からは
土砂が運ばれ堆積している（芽室町） 21



■農作物の供給量が不足することで、価格に影響が出た。

農業被害状況② 本文P.5
2.2

農作物 供給量 不足する 、価格 影響 出 。
■全国シェア率の高い北海道産の秋にんじん（91.6％）は約2倍に価格が上昇した。

6002,000,000
北海道産にんじんの取扱量と価格の推移（８～９月）t 円/kg

500
1,600,000

1,800,000
H27年取扱量

H28年取扱量

H27年価格

H28年価格

400

1,200,000

1,400,000

H28年価格

300

800,000

1,000,000

100

200

400,000

600,000

00

200,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

市場が
盆休

注：価格の上昇は物流量の減少のほか、様々な要因に影響される。

資料：農林水産省 「青果物卸売市場調査（日別調査）」から作成

日8月 9月※赤丸は北海道に台風が上陸した日
※日曜・祝日、盆休み等は市場が休みのためデータ無し
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（参考） 日本の食を支える北海道農業

 北海道は、耕地面積は全国の1/4を占め、食料自給率は208％であり、日本の食料基地として重要な地域である。北海道は、耕地面積は全国の1/4を占め、食料自給率は208％であり、日本の食料基地として重要な地域である。
 てんさい、ばれいしょなど全国シェア率が高い作物が多く、洪水被害で出荷量が減少した場合、その影響が全国に及ぶ。

 全国における北海道農業の位置づけ

○北海道では、全国の1/4の耕地面積を活かし、稲作・畑作・酪農
■北海道農業の全国シェア

項目 単位 全国 北海道 シェア率 年次○北海道では、全国の / の耕地面積を活かし、稲作 畑作 酪農
などの土地利用型農業を中心とした生産性の高い農業を展開
している。

○農業産出額は1兆1,100億円で、全国の13.2％を占める。
○食料自給率は208％（概算値）であるとともに、国産供給熱量の

約 割を供給するなど 我が国 おける食料安定供給 重要な

耕 地 面 積 千ha 4,496 1,147 25.5% H27

農 家 戸 数 千戸 2,155 44 2.0% H27

販売農家戸数 千戸 1,330 38 2.9% H27

専業農家戸数 千戸 443 27 6.1% H27

農 業 産 出 額 億円 84 279 11 110 13 2% H26

 北海道のH27年作物出荷量（全国シ ア率）

約2割を供給するなど、我が国における食料安定供給に重要な
役割を発揮している。

農 業 産 出 額 億円 84,279 11,110 13.2% H26

国産供給熱量 kcal/人･日 940 204 21.7% H25

食 料 自 給 率 ％ 39 208 H26(概算値)

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」、「農林業センサス」、

　　　　　　　「農業構造動態調査」、「生産農業所得統計」ほか
 北海道のH27年作物出荷量（全国シェア率）

○全国シェア率
てんさいは100％。ばれいしょ、秋にんじん、小豆は80％以上。たまねぎ、スイートコーン、小麦、かぼちゃは50％以上。

ばれいしょ 秋にんじん たまねぎてんさい 小豆ばれ しょ

全国 1,998,000t
秋にんじん

全国 182,500t
たまねぎ

全国 1,117,000t全国 3,925,000t
小豆

全国 63,700t

1,690,000t
84.6％

167,100t
91.6％

754,700t
67.6％

3,925,000t
100.0％

59,500t
93.4％84.6％ 67.6％100.0％
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93.4％



 北海道内で生産されたばれいしょやたまねぎなどの農産物や乳製品等の加工品は、その多くが全国各地に出荷されてい

（参考） 北海道の農産物の流通の特徴

北海道内 産され れ ょや まねぎな 農産物や乳製品等 加 品 、そ 多く 国各地 出荷され
る。

 出荷先としては、関東や近畿などの大消費地に運ばれるものが多く、鉄道やフェリーによって都府県に運ばれている。

中国・四国・九州

１１％

１３％
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（参考） 治水事業の実施と北海道農業の発展

 明治時代に北海道への「入植」が行われ、食料増産の旗印のもとに農地の開拓が行われてきた。明治時代に北海道 の 入植」が行われ、食料増産の旗印のもとに農地の開拓が行われてきた。
 北海道の治水は、農地の拡大を大きな目的のひとつとして実施され、治水事業の進展とともに農地開発、市街地の拡大が

進んだ。

凡 例

雨竜川

石狩川

凡 例

湿 地

農 地

市街地

雨竜川

石狩川

雨竜川

石狩川

旭川

忠別川

旭川

忠別川

旭川

忠別川

石狩湾

岩見沢

石狩川 美瑛川

幾春別川 石狩湾

岩見沢

石狩川
美瑛川

幾春別川 石狩湾

岩見沢

石狩川

美瑛川

幾春別川

札幌

岩見沢

豊平川

夕張川

空知川
札幌

岩見沢

豊平川
夕張川

空知川 札幌

豊平川

夕張川

空知川

石狩平野に

は湿地が広
現在は市街地や

湿地が徐々

に市街地や
千歳川

明治30年頃

千歳川

昭和30年頃

千歳川

現在

は湿地が広

がっていた
広大な農地が広

がっている

に市街地や

農地に変化
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（参考） 十勝農業の特徴と降雨災害

 十勝地方の農業は、畑作、畜産双方で北海道一。十勝地方の農業は、畑作、畜産双方で北海道 。
 畑作は「輪作」体系であり、秋小麦作付が農地の利用全般を規定している。大雨後に圃場が確保できない場合、秋小麦の

連作となり、次年度以降に連作障害等が発生する懸念がある。

3.5
4

120000

140000

主要畑作物の作付動向と簡易輪作値

大規模経営であり 家族経営が大半

農業経営
体数

経営耕地
（ha）

経営体当
たり（ha）

実 北海道 40,714 1,050,451 25.8
十勝 5,843 235,266 40.3

1.5
2
2.5
3

60000

80000

100000

120000大規模経営であり、家族経営が大半
⇒大型機械を活用した効率的な作業

数 ｵﾎｰﾂｸ 4,573 152,255 33.3
割 十勝 14.4 22.4
合 ｵﾎｰﾂｸ 11.2 14.5

作付面積(ha)
小麦 ばれいしょ 大豆 小豆 他豆類 てんさい たまねぎ

0
0.5
1
1.5

0

20000

40000

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10 15

小麦 ばれいしょ 大豆 小豆 他豆類 てんさい たまねぎ
実 北海道 120,261 51,399 29,247 25,960 9,242 56,925 14,076

十勝 44,929 21,853 5,820 15,997 7,039 23,289 x
数 ｵﾎｰﾂｸ 28,835 17,652 1,377 1,978 869 24,948 7,623
割 十勝 37.4 42.5 19.9 61.6 76.2 40.9
合 ｵﾎｰﾂｸ 24.0 34.3 4.7 7.6 9.4 43.8 54.2

19
5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

20
0 0 1 1

小麦 てんさい 馬鈴しょ 豆類 簡易輪作値

資料：北海道農林水産統計年報、農業センサス
簡易輪作値＝4作物の合計面積/4作物のうち 大作付作物面積

十勝は畑作で 大の産地
ｵﾎｰﾂｸを加えると、さらにシェア拡大
畜産 も 海道 産

家畜飼養頭数 
乳用牛 肉用牛 豚

実 北海道 820,430 497,035 634,895
十勝 233,109 224,567 147,921

数 ｵﾎｰﾂｸ 110,869 64,382 77,390

【輪作が必須の畑作土地利用】
豆類偏作であったが、寒冷地作物であるばれいしょ、てん
菜の導入、さらに小麦振興により「十勝型」の４品輪作
90年代後半から小麦傾向

畜産でも北海道 大の産地
加工を必要とする生産物が多い（頻繁な輸送）

数 ｵﾎ ﾂｸ , , ,
割 十勝 28.4 45.2 23.3
合 ｵﾎｰﾂｸ 13.5 13.0 12.2

資料：2015年農業センサス

90年代後半から小麦傾向

【志賀永一教授 （帯広畜産大学）提供】
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国道の被災状況

N

十勝地方を中心に多くの道路が被災し、国道では、38号、273号、274号等、合計160.2km区間が通行止めとなった。

本文P.4
2.2

N

R273 高原大橋 L=15.2km
8/20通行止め～橋脚沈下 仮橋架設～
9/30通行止め解除

R273 R273 高原大橋高原大橋

こ う げ ん

R335 羅臼町礼文町 L=0.7km
9/9 通行止め ～土砂崩落箇所応急復旧～
9/10 通行止め解除

ら う す ち ょ う れ ぶ ん ち ょ う

R335 KP2.6R335 KP2.6
R38 狩勝峠 L=19 3km

か り か ち

R38 南富良野町市街地～落合 L=12.0km
8/30 通行止め ～太平橋応急復旧～
8/31 幾寅地区・落合地区（道路利用者避難含む）の孤立解消～

み な み ふ ら の ち ょ う お ち あ い

R38 狩勝峠 L 19.3km
8/30 通行止め～のり面崩壊箇所等応急復旧
9/11 通行止め解除

R38 R38 太平太平橋橋
た い へ い

R39 石北峠 L=24.9km
8/30通行止め 土砂流出箇所応急復旧 9/2通行止め解除

せ き ほ く

幾寅地区 落合地区（道路利用者避難含む）の孤立解消
9/3 通行止め解除

R274 新清橋 L=0.8km
8/31通行止め～路肩洗掘箇所応急復旧～9/1通行止め解除

し ん せ い

8/30通行止め～土砂流出箇所応急復旧～9/2通行止め解除

R38 小林橋・清見橋 L=5.1km
こ ば や し き よ み

対策完了箇所

8/30通行止め～落橋、橋台背面洗掘 応急復旧～
10/14通行止め解除

R38 R38 小林橋小林橋
こ ばや し

対策完了箇所

N E X C O 開 通 区 間

N E X C O 事 業 中

直 轄 開 通 区 間

直 轄 事 業 中

凡例

R274 日勝峠被災状況 L=39.5km
次項参照

に っ し ょ う

直 轄 事 業 中

一 般 国 道

12月27日現在国道通行止め区間
１路線１区間

R38 芽室橋、元村橋 L=14.9km
8/31通行止め～橋台背面洗掘箇所応急復旧～9/3通行止め解除

め む ろ も と む ら

R236 野塚峠 L=27.8km
8/30通行止め～法面崩壊箇所等応急復旧～9/2通行止め解除

の づ か
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国道２７４号の被災状況

国道274号は、現在、被災により39 5ｋｍが通行止めとなっており、平成29年秋頃の解除を目標に復旧作業を行っているところ。

本文P.4
2.2

国道274号は、現在、被災により39.5ｋｍが通行止めとなっており、平成29年秋頃の解除を目標に復旧作業を行っているところ。

被災箇所数は、橋梁損傷10箇所、覆道損傷3箇所、道路本体が大きく欠損6箇所、その他47箇所の合計66箇所。
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主な道路橋梁被災について

国道・道道・市町村道において、橋台背面の洗掘等による多数の橋梁の被害が発生。

本文P.4
2.2

【市道】御料十二線橋（名寄市）
天塩川水系風連別川

【町道】武利橋（遠軽町）
湧別川水系武利川

国道 道道 市町村道 お 、橋台背面 洗掘等 よる多数 橋梁 被害 発 。

【人道橋】江差牛吊橋（上川町）
石狩川水系石狩川

【町道】新生橋（遠軽町）
【町道】湯の沢橋
湧別川水系支湧別川

【町道】菊水12線吊橋（上川町）
石狩川水系石狩川

【町道】阿満一号橋（美瑛町）
石狩川水系美瑛川

【町道】９線橋（美瑛町）
石狩川水系辺別川

【道道】光雲橋（鹿追町）
十勝川水系シイシカリベツ川

【町道】西上橋（士幌町）
十勝川水系音更川

【市道】厚和橋（北見市）
常呂川水系無加川

【国道273】高原大橋（上川町）
石狩川水系石狩川

【町道】水楽橋（美瑛町）
石狩川水系美瑛川

【町道】両泉橋（美瑛町）
石狩川水系美瑛川

【町道】神社橋（新得町）
十勝川水系パンケ新得川

【道道】風雲橋（音更町）

【国道38】太平橋（南富良野町）
空知川水系空知川

【国道38】元村橋（芽室町）
十勝川水系ピウカ川

【道道】中島橋（帯広市）

【道道】風雲橋（音更町）
十勝川水系然別川

【町道】北落合橋（南富良野町）
空知川水系シーソラプチ川

【道道】中島橋（帯広市）
十勝川水系戸蔦別川

【道道】上美生橋（芽室町）
十勝川水系美生川

【村道】戸蔦大橋（中札内村）

【国道274】千呂露橋（日高町）
【国道274】大颱橋 （日高町）
【国道274】岩瀬橋 （日高町）

【道道】ヌビナイ橋（大樹町）

十勝川水系戸蔦別川

【村道】更生橋（占冠村）
鵡川水系

【村道】トマム7線橋（占冠村）

【国道274】ニセクシュマナイ橋 （日高町） 等
沙流川水系沙流川

【市道】明星橋（帯広市）
【市道】千鳥橋（帯広市）
十勝川水系岩内川【町道】石山橋（清水町）

【町道】ペケレベツ橋（清水町）
【町道】錦橋（清水町）
【町道】新錦橋（清水町）【国道38】小林橋（清水町）

十勝川水系小林川

【町道】上芽室橋（芽室町）
【町道】日新橋（芽室町）

【国道38】芽室橋（芽室町）
十勝川水系芽室川

【道道】ヌビナイ橋（大樹町）
歴船川水系ヌビナイ川

【村道】トマム7線橋（占冠村）
鵡川水系

【町道】新錦橋（清水町）
【町道】地蔵橋（清水町）
【町道】円山橋（清水町）
十勝川水系

【町道】シラウ橋（平取町）
沙流川水系シラウ川

【国道38】清見橋（清水町）
十勝川水系ペケレベツ川

十勝川水系小林川
【町道】日新橋（芽室町）
十勝川水系芽室川
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台風被害に関するアンケート調査結果 ＜北海道経済連合会実施＞

台風被害に関するアンケート調査の結果、回答のあった全道226社のうち、被害のあった企業は82社と36%を占めた。台風被害に関するアンケ ト調査の結果、回答のあった全道226社のうち、被害のあった企業は82社と36%を占めた。
被害のあった企業は製造業が も多く、建設業や運輸業、サービス業と続いている。
北海道経済連合会の会員企業の今後の懸念事項は、原材料の価格高騰などの直接的なものから、風評によるマーケットの

縮小などの間接的なものまで多岐にわたっている。

 調査期間 ： 平成28年9月9日～9月16日
 調査対象 ： 478社（北海道経済連合会会員企業）
 回答 ： 226社（回答率47.3％）

１ 今回の台風による被害の有無

２．主な被害状況及び今後の懸念事項

業種 主な被害状況 （82社） 今後の懸念事項
（被害なし企業を含む114社）

製造業 ・道路寸断による原材料の入荷減 製品 ・原材料の価格高騰

36%

被害の有無

被害があ た（82社）

１．今回の台風による被害の有無 製造業 ・道路寸断による原材料の入荷減、製品
納入の遅延、注文キャンセル

・ライン停止による生産減、製造計画見直
し (24社)

・原材料の価格高騰
・生産減による需要減・売上減
・製品納入の遅延・停止

(33社)

建設業 現場冠水 道路寸断による作業 遅延 資材供給遅れによる 事遅延36%

64%

被害があった（82社）

特段の被害はなかった

（144社）

建設業 ・現場冠水･道路寸断による作業の遅延･
休止

・資材･重機･労働者の不足 (12社)

・資材供給遅れによる工事遅延
・労働者の不足、長時間労働による労災

(14社)

卸売業 ・道路寸断等による商品納入の遅延
冷蔵庫使用不能による商品損傷 (3社)

・農水産物の入荷減･価格高騰
(7社)

被害有り企業の業種

製造業

・冷蔵庫使用不能による商品損傷 (3社) (7社)

小売業 ・店舗浸水･破損による商品損傷
・断水による営業支障 (5社)

・商品調達･配送の遅延、コスト増
・損害保険料アップ (4社)

運輸業 道路寸断による配達 集荷の遅延 停止 道路通行止めの長期化による物流の変化

29%

12%

22%
製造業

建設業

卸売業

小売業

運輸業

運輸業 ・道路寸断による配達･集荷の遅延･停止
(10社)

・道路通行止めの長期化による物流の変化
・物流量減少による売上減 (10社)

サービス業 ・宿泊･宴会･ツアーのキャンセル
・施設の破損 (10社)

・旅行客の減少
・道産食材の高騰 (18社)

15%

4%6%

12%

運輸業

サービス業

その他

その他 ・建物設備損傷による営業支障･停止
(18社)

・道路通行止めによる物流の遅れ･停滞
・風評によるマーケットの縮小 (28社)
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避難指示、勧告対象者における避難者の割合は、今回の一連の台風で出水を経験するほどに増加する傾向が見られたが、そ
割合は も避難者 割合が多か た 月 日から 大雨時 約 にとどま た

北海道大雨災害における「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組の効果 本文P.5
2.2

の割合は、 も避難者の割合が多かった８月29日からの大雨時で約14％にとどまった。
「常呂川減災対策協議会」の取組方針に基づき、河川事務所長から自治体首長へのホットラインを実践。台風第７号から断続的に降
雨が続き、降雨により急激な水位上昇が予想されたことから、北見市が通常より前倒しして避難勧告を発令、円滑な避難に貢献。
平成26年の全国の出水において、避難判断水位を超過し浸水が想定される市町村において、避難勧告を発令した市町村の割合は
約20％であ たのに対し 今回の北海道豪雨災害では約70％とな ている約20％であったのに対し、今回の北海道豪雨災害では約70％となっている。

北見河川事務所から北見市へのホットライン

上川沿観測所における水位とホットライン・避難情報発令のタイミング
かみかわぞい

平成２６年
全国の発令状況

平成２８年
北海道豪雨災害

国管理河川における避難勧告等の発令状況

発令有り

42市

町村

171
23市町村

11市町村
発令有り

発令有り

発令無し

発令無し

市町村避難勧告発令の
目安となる水位

23市町村

※平成２６年の状況は、北陸地方整備局信濃川河川事務所「千曲川・犀川流域を対象としたタイムライン検討会」

※急な水位上昇が予
想されたことから、早期
に勧告を発令

今夏の出水における避難指示、勧告対象者と実際の避難者数

第1回検討会資料３から

※平成27年度から、避難勧告発令等の目安となる水位が、避難判断水位から氾濫危険水位に変更されたが、平成26年

のデータが避難判断水位を超過した河川であること、地域防災計画における避難勧告発令の目安となる水位が、避難
判断水位となっている市町村があることから、避難判断水位を超過した河川で整理した。

避難者数 非避難者数 ※速報値
出典 国土交通省プ リリ 平成 年 月

8月20日からの大雨

8月16日からの大雨

(台風第7号を含む)

避難者数 非避難者数

出水を繰り返すごとに
避難者数が増加

非避難者数 10,885人

避難者数 259人（2％）

非避難者数 72 772人

避難者数 2,842人（4％）

出典：国土交通省プレスリリース 平成28年9月12日
平成28年8月20日からの大雨及び台風第10号による出水の概要
（平成28年9月29日 北海道開発局 建設部
河川管理課 水災害予報センター）

＜避難状況＞
避難勧告 20日19:45 越水による浸水地区（福山・日吉）を含む常呂自治区（1,302世帯、2,893人）
避難指示 20日22:20 福山地区（17世帯56人）に発令

21日00:40 福山地区・日吉地区を含む常呂自治区（1,302世帯、2,893人）に発令
氾濫発生情報の発表は21日01:00 避難所へは 大484人が避難 31

0  20,000  40,000  60,000  80,000 

8月29日からの大雨

(台風第10号第13号からの温

帯低気圧を含む)

(台風第11号、第9号を含む)

（人）

避難者数が増加 非避難者数 72,772人

非避難者数 51,453人

避難者数 8,066人（14％）



関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジョン」として、全ての直轄河川とその沿川市町村

（参考） H27.9関東・東北豪雨災害を踏まえた「水防災意識社会再構築ビジョン」の取組

関東 東北豪雨を踏ま 、新 水防災意識社会 再構築 ジ ン」 、 直轄河川 そ 沿川市町村
（109水系、730市町村）において、平成32年度目途に水防災意識社会を再構築する取組を行っているところ。

＜ソフト対策＞ ・住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある「住民目線のソフト対策」へ転換
し、平成28年出水期までを目途に重点的に実施。

＜ハード対策＞ ・「洪水氾濫を未然に防ぐ対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する
「危機管理型ハード対策」を導入し、平成32年度を目途に実施。

主な対策 各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して
減災のための目標を共有し ハ ド ソフト対策を 体的 計画的に推進する減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。

＜危機管理型ハード対策＞＜危機管理型ハード対策＞

○越水等が発生した場合でも決壊までの時間を
少しでも引き延ばすよう堤防構造を工夫する

＜住民目線のソフト対策＞

○住民等の行動につながるリスク情
報の周知

＜洪水氾濫を未然に防ぐ対策＞

○優先的に整備が必要な区間において、堤
防のかさ上げや浸透対策などを実施

排水門

C町

少しでも引き延ばすよう堤防構造を 夫する
対策の推進

天端のアスファルト等が、
越水による侵食から堤体を保護

＜被害軽減を図るための堤防構造の工夫（対策例）＞

・立ち退き避難が必要な家屋倒壊等氾濫想
定区域等の公表

・住民のとるべき行動を分かりやすく示した
ハザードマップへの改良

・不動産関連事業者への説明会の開催

防のかさ上げや浸透対策などを実施

A市

D市

（鳴瀬川水系吉田川、

平成27年9月関東・東北豪雨） ○事前の行動計画作成、訓練の促
進

・タイムラインの策定

○避難行動のきっかけとなる情報を

横断図

B市

D市

対策済みの堤防

○避難行動のきっかけとなる情報を
リアルタイムで提供

・水位計やライブカメラの設置

・スマホ等によるプッシュ型の洪水予報等
の提供

氾濫ブロック
家屋倒壊等氾濫想定区域 ※

※ 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴
う激しい氾濫流や河岸侵食が発生することが想
定される区域 32



（参考） 「水防災意識社会再構築ビジョン」におけるソフト対策の取組

 水害リスクの高い地域を中心に、スマートフォンを活用したプッシュ型の洪水予報の配信など、住民が自らリスクを察知し主体
的に避難できるよう住民目線のソフト対策に重点的に取り組んでいる。

ク情報 周知 事前 行動計 避難行動 き かけとなる情報を

○立ち退き避難が必要な家屋倒壊
等氾濫想定区域等の公表

⇒平成28年出水期までに
水害リ ク 高 約 水系

リスク情報の周知

スマホ等で取得 自分のいる場所の近傍の情報
○ 避難に着目したタイムライ

ンの策定

事前の行動計画、
訓練

避難行動のきっかけとなる情報を
リアルタイムで提供

水害リスクの高い約70水系、
平成29年出水期までに
全109水系で公表

スマホ等で取得

ライブカメラ

自分のいる場所の近傍の情報ンの策定
○ 首長も参加するロールプ

レイング形式の訓練

自分のいる場所

詳細な雨量情報

洪水予報等の情報を
プッシュ型で配信

家屋倒壊等氾濫想定区域

河川水位
○住民のとるべき行動を分かり

やすく示したハザードマップ
への改良

⇒「水害ハザードマップ検討委員会」

○不動産関連事業者への説明 ⇒ 平成28年度から洪水に対しリスクが高い区間において水位計や

にて意見を聴き、平成27年度内を
目途に水害ハザードマップの
手引きを作成

○不動産関連事業者への説明
会の実施

⇒水害リスクを認識した不動産 売
買の普及等による、水害リスクを
踏まえた土地利用の促進

⇒平成28年出水期までに
水害リスクの高い約400市町村
平成32年度までに
全730市町村で策定

⇒・平成28年度から洪水に対しリスクが高い区間において水位計や
ライブカメラを順次設置

・平成29年出水期からスマートフォン等によるプッシュ型の洪水予
報等の配信を順次実施 33



２．近年の北海道の気象の変化



北海道において、時間雨量30mmを超える短時間雨量が約30年前の約1.9倍になるなど、近年、短時間強雨の発生回数が増加

近年の降雨の状況（北海道） 本文P.7
3.1
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※一般財団法人 日本気象協会北海道支社 資料を一部改変



北海道では近年、線状降水帯の発生回数が増加傾向にある。

北海道における近年の降雨傾向の変化 本文P.7
3.1

平成22年8月に発生した線状降水帯平成22年8月に発生した線状降水帯
の雨量分布図

北海道における線状降水帯の発生回数と各年の月別積算回数
（1990－2011）

線状降水帯：降雨域が線状に発達し長期間停滞した状態

36

線状降水帯：降雨域が線状に発達し長期間停滞した状態
平成26年 9月に発生した線状降水帯

の雨量分布図

2014/9/11 6：40気象庁報道発表資料左図、右上図は山田朋人准教授（北海道大学）提供



近年、北海道への台風接近ルートが変化し、以前は6割以上が日本海ルートだったが、太平洋ルートが5割以上に増加している。

北海道に接近する台風の特徴 本文P.7
3.1

太平洋から北海道に接近する台風は、他のルートより中心気圧が低い状態のまま北上する傾向にある。

過去56年間で北海道に接近・上陸した台風

日本海ルート
本州縦断ルート
太平洋ルート

（接近の定義：経路が北海道から300km以内に入ったもの）

北海道に接近・上陸した台風の数の変化

（接近の定義：経路が北海道から300km以内に入ったもの）

8月は従来は日
本海ルートの
台風が多かっ台風が多かっ
た

台風発生月ごとの北海道への台風接近ルート

北緯30度から北緯40度を通過するまでの中心気圧の気圧変化度（hPa/°N）と数(N)
（北緯30度を中心気圧980hPa以下で通過した台風を対象）

全ルート 1 日本海ルート 2 本州縦断ルート 3 太平洋ルート
太平洋ルートで北
海道に接近する台

台風発生月ごとの北海道への台風接近ルート

37

平均期間 年数 気圧変化度 N 気圧変化度 N 気圧変化度 N 気圧変化度 N

1961-2016 56 2.62 116 2.90 67 2.68 24 1.82 25

気圧変化度：中心気圧の変化量［hPa］／緯度変化量［°］，N：対象台風数

海道に接近する台
風は他のルートよ
り弱体化しづらい

山田朋人准教授（北海道大学）及び山本太郎氏（北海道河川財団）作成資料から



３．気候変動の影響



 IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第５次評価報告書では、気候システムの温暖化については疑う余地がなく、中緯度の陸

IPCC第5次評価報告書 本文P.7
3.2

域のほとんどで極端な降水がより強く、より頻繁となる可能性が非常に高いという予測がなされている。

【観測事実と温暖化の要因】
 気候システムの温暖化については疑う余地気候 温暖 疑う余

がない。
 人間活動が20世紀半ば以降に観測された温

暖化の主な要因であった可能性が極めて高
く、温暖化に最も大きく効いているのは二暖
酸化炭素濃度の増加。

 最近15年間、気温の上昇率はそれまでと比
べ小さいが、海洋内部（700m以深）への熱
の取り込みは続いており、地球温暖化は継
続している。

【予測結果】
 21世紀末までに、世界平均気温が0.3～

1950～2100年の世界平均地上気温の
経年変化（1986～2005年の平均との比較）

4.8℃上昇、世界平均海面水位は0.26～
0.82m上昇する可能性が高い（4種類のRCP
シナリオによる予測）。

 21世紀末までに、ほとんどの地域で極端な
高温が増加することがほぼ確実。

また、中緯度の陸域のほとんどで極端な
降水がより強く、より頻繁となる可能性が
非常に高い。

 排出された二酸化炭素の一部は海洋に吸収
され、海洋酸性化が進行。

（IPCC第5次評価報告書第1作業部会報告書を基に国土交通省水管理・国土保全局が作成）
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気候変動による影響は、国内でも高緯度ほど大きいと予測されており、100年後の北海道の年 大日降水量が1.24倍になると

気候変動による影響予測① 本文P.7
3.2

予測されている（GCM２０（A1Bシナリオ））。これにより、河川の現計画が目標とする治水安全度について、年超過確率1/100の
場合は1/25～1/50程度に著しく低下することが報告されている。

出典：水災害分野における地球温暖化に伴う気候変動への適応策のあり方について（答申）平成２０年６月 社会資本整備審議会
地球温暖化に伴う気候変化が水災害に及ぼす影響について（平成20年6月 国土交通省）

各地域における100年後の年最大日降水量の変化率
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気候変動で、北海道の一級河川の年 大流域平均雨量が全国平均を上回る1.1～1.3倍以上になると予測されている（SRES 

気候変動による影響予測② 本文P.8
3.2

（出典： 国土技術政策総合研究所資料No.749から作成）

A1Bシナリオ）。

北海道の年 大流域平均雨量は
後期RCM5で1.3倍以上に増加す
ると予測

SRES A1Bシナリオ による年 大流域平均雨量の将来予測

※SRES A1Bシナリオを適用した4つの気候モデルについて、現在（前期RCM5は1990～1999、後期RCM5は1979
～2003）、将来（前期RCM5は2086～2095、後期RCM5は2075～2099）の予測値（中位値）の幅を示したもの

41（出典： 国土技術政策総合研究所資料No.749から作成）



国土交通省北海道開発局での気候変動への取組事例として、H20.3～23.3に実施した「石狩川流域における気候変動に適応し

気候変動による影響予測③ 本文P.8
3.2

た治水利水対策検討会」で将来の各種リスクを検討している。
その中で、石狩川では、将来の降水量（年 大3日雨量）は現在の1.21倍に増加すると予測されており、その降水量で石狩川の

流量計算を行った結果、既定計画18,000m3/sに対し、23,000m3/sとなり、治水安全度が大幅に低下する。

【石狩川流域における気候変動に適応した治水利水対策検討会】(H20 3～H23 3)【石狩川流域における気候変動に適応した治水利水対策検討会】(H20.3～H23.3)

・石狩川流域を対象に、気候変化が洪
水、渇水、土砂災害、高潮災害等へ及ぼ
す影響を把握し 地域に与える影響につす影響を把握し、地域に与える影響につ
いて分析、評価を行い、総合的かつ順応
的な治水・利水に関する適応策を検討

石狩大橋地点ハイドログラフ
〔基本高水〕
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石狩川下流部の氾濫シミュレーション結果（越水のみ）

※GCM20モデル（気象研究所開発）A1Bシナリオにて予測



気候変動による影響予測④

全球気温が4度上昇する場合において、いくつかの代表的な海面水温ターンを含む大量アンサンブル予測計算により得られた

本文P.8
3.2

年 大日降水量の予測は、日本全体で増加傾向にあるが、北海道は30％を超える増加となるなど増加率が特に顕著であり、
その傾向は海水温パターンによらないとの予測結果がある。

年 大日降水量の将来変化（％）
＜６種類の海面水温モデル別＞

＜全モデル平均＞
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地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データーベース（d4PDF） （文部科学省、気象庁気象研究所、東京大学
待機海洋研究所、京都大学防災研究所、国立環境研究所、筑波大学、海洋研究開発機構）から転載



■欧米諸国では、既に気候変動により増大する外力を踏まえた施設計画や設計における対策など、気候変動の適応策が進めら

諸外国における気候変動への適応策 本文P.8
3.2

れている。

欧米諸国における気候変動の影響を踏まえた適応策の例

気候変動の影響を踏まえた適応策

イギリス 治水事業の計画段階で用いるべき海面上昇や流量を20%割増 など※1

欧米諸国における気候変動の影響を踏まえた適応策の例

イギリス 治水事業の計画段階で用いるべき海面上昇や流量を20%割増 など※1

ドイツ 従来の100年確率流量を気候変化係数1.15倍割り増し など※1

オランダ KNMI06気候シナリオにより ライン川の将来計画流量を設定※1オランダ KNMI06気候シナリオにより、ライン川の将来計画流量を設定
・2015年までの計画流量16,000m3/s
・2050年までの計画流量18,000m3/s

カ 将来 海 上昇 独自 シ オを設定 イ イクアメリカ 将来の海面上昇について独自の3つのシナリオを設定し、ライフサイクル

全体での代替案比較を実施することになっている。※2

※1 JICEレポート19号 から
※2 水災害分野における気候変動適応策のあり方について 答申 p9-10 から
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 国の指針において気候変動予測を踏まえた将来の洪水流量や海面上昇量等の変化率を設定し、将来の変化に対応可能な

（参考） イギリスの適応策の例

洪水・海岸侵食対策を決定
 テムズ川流域の洪水調節施設（年超過確率1/200規模）については、2006年に策定された指針に基づく洪水流量の変化※1

（20%増）をあらかじめ見込んで貯水容量を決定
 2011年に改訂された指針に基づく洪水流量の変化※2の上限値（70%増）でも堤体や洪水吐きが安全であることを確認。
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 2001年にライン川ロビス地点の年超過確率1/1,250の計画流量15,000m3/sを16,000m3/sに引き上げ※1、2015年を目標に、例

（参考） オランダの適応策の例

えばレント市付近では既存の堤防を堤内地側へ約350m引堤するとともに新たに分水路の整備などを進めている。
 気候変動予測を踏まえ、今世紀末における計画流量を18,000m3/sにすべきこと※1を示している。

※1 1993年に16,000m3/sから15,000m3/sに引き下げたものの、1993年および1995年に大洪水が発生したことから、再び16,000m3/sに引き上げ

※2 オランダの気候変動シナリオKNMI’06で予測された降雨量を用い、流出モデルにより今世紀末におけるライン川ロビス地点の流量を17,000～22,000m3/sと
算定 大規模な洪水の場合 上流で氾濫が生じることに伴い洪水のピ ク流量が減少することを考慮し 今世紀末での流量を18 000 3/ と設定算定。大規模な洪水の場合、上流で氾濫が生じることに伴い洪水のピーク流量が減少することを考慮し、今世紀末での流量を18,000m3/sと設定
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 将来の外力増大時にできるだけ手戻りがない施設の設計。（設計流量（一般的に年超過確率1/100の洪水流量）に気候変動

（参考） ドイツの適応策の例

の影響を割増※）
 堤防については、将来嵩上げが必要となった場合に備えて事前に用地を確保。
 護岸等については、将来嵩上げが必要となっても容易に対応できるように設計。
 橋梁については、当初から割増した流量により設計。

※ KLIWAプロジェクト（ドイツ気象庁とバイエルン州などの一部の州を含む共同プロジェクト）において、気候変動予測モデルで予測された降雨量を用い、流出モデルに
より洪水流量を求め、現在（1971～2000年）と将来（2021～2050年）の年超過確率別の流量の比（気候変動係数）を設定。
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（参考） ハリケーン・サンディによるニューヨーク都市圏水害とその対応①

 2012年10月、「ハリケーン・サンディ」上陸により、アメリカのニューヨーク州、ニュージャージー州で甚大な被害。

 2012年10月29日、「ハリケーン・サンディ」は、ニュージャー
ジー州に 大風速36m/sの勢力を保ったまま上陸。

■ ハリケーン・サンディの概要

ジ 州に、 大風速36m/sの勢力を保ったまま上陸。

死者147名（うち米国で72名）。

大規模な停電 事業所停止等により大都市の中枢機能が麻

■ 被害の概要

大規模な停電、事業所停止等により大都市の中枢機能が麻
痺。ＮＹ証券取引所も２日閉鎖。

ニューヨークの地下鉄等トンネル16本が浸水する等の甚大な
被害が発生。深さ約40m のトンネルのほぼ入り口まで浸水。

被害額はニ ヨ ク州で320億ドル
高潮による被害状況（ニュージャージー州沿岸）

htt // f il/N /Ph t ?i h t 2000098970被害額はニューヨーク州で320億ドル、
ニュージャージー州で 294億ドル。

http://www.af.mil/News/Photos.aspx?igphoto=2000098970

地下鉄の浸水状況（South Ferry駅）
A Stronger More Resilient New York, The City of New York, Credit MTA Photos

被災した家屋（ニューヨーク州スタテン島）
https://www.flickr.com/photos/dvids/8167326468/
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サンディーの来襲の時間が少し異なれば、NY中に甚大な被害が生じるおそれがあったことから、NY市は、サンディーによる災害
を歴史的なものであるが 悪のケ スではないと考えた

（参考） ハリケーン・サンディによるニューヨーク都市圏水害とその対応②

を歴史的なものであるが、 悪のケースではないと考えた。
浸水のリスクマップ（Flood Insurance Rate Map）より広範囲に浸水したことから、NY市はFEMAにFIRMの更新を要請したが、

更新されたとしても、FIRMは過去の観測記録に基づき作成されるものであり、将来の気候変動の影響が反映されず不十分であ
ると考えた。

 このため NY市は 2008年から進めていた気候変動によるリスク評価の取組を促進し 2013年に気候変動に対する適応策（A このため、NY市は、2008年から進めていた気候変動によるリスク評価の取組を促進し、2013年に気候変動に対する適応策（A 
Stronger More Resilient New York）をとりまとめた。

サンディーの上陸時刻がずれていれば、より甚大な被害が発生していた

高潮位

高潮偏差

天文潮位

基準 2020年代 2050年代

FIRMsと実際に生じた浸水範囲

1/100の浸水の想定範囲（1983 FIRMs)

NPCC（New York City Panel on Climate Change）による予測 （Climate Risk Information 2013）

1971-2000 2020年代 2050年代

中位予測 高予測 中位予測 高予測

海面上昇 0 +4 to 8 in. +11in. +11 to 24in. +31in.

雨量強度 2inchを超過する降水日 3 3 to 4 4 5 to 7 7

ウォール街

の浸水の想定範囲（ )
サンディーによる浸水範囲

雨量強度 2inchを超過する降水日 3 3 to 4 4 5 to 7 7

高潮

現時点の100年確率高潮の頻度 1.0% 1.2% to 1.5% 1.7% 1.7% to 3.2% 5.0%

100年確率規模の高潮位（基準潮位

NAVD88からの超過 feet）
15.0 15.3 to 15.7 15.8 15.9 to 17.0 17.6
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スターテン島

ロングiビーチ

出典：A Stronger More Resilient New York, The City of New York



 NY市は、FEMA、陸軍工兵隊等と連携し、現状のリスク、気候変動によるリスクを科学的に評価。

（参考） ハリケーン・サンディによるニューヨーク都市圏水害とその対応③

気
被害の想定に基づき、海岸防御、建築物、公衆衛生、電力、通信、交通等の分野ごとに適応策を検討。

2020年代、2050年代を想定した浸水が想定される範囲

海岸防御の適応策の一例 建築物の適応策の一例

経済損失の規模と頻度の変化

資
産
及
び

・ サンディーによる災害は、現時点では、70年に一度
の頻度で発生し、被害は190億ドル

・ 2050年代には、サンディーと同等規模のハリケーン
災害は、50年に一度へと頻度が増加

・ 2050年台には、70年に一度に発生する規模のハリ
ケーン被害では、被害額は約5倍増加び

経
済
活
動
の
損
失
（10

＄９０B

ケ ン被害では、被害額は約 倍増加

出展：A Stronger More Resilient New York, The City of New York

10
億$

）

被害の発生頻度

＄３５B

＄１９B
１／７０

1/50 1/60
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気候変動の影響への適応策に関する最近の動向

 IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第５次評価報告書は、平成26年10月に統合報告書が公表。

本文P.9
3.2

平成27年3月に中央環境審議会から、「日本における気候変動の影響及びリスク評価に関する報告と今後の課題（意見具
申）」。が示される。平成27年8月に社会資本整備審議会から、水災害分野の気候変動適応策のあり方について答申。

平成27年11月、政府として初の気候変動の適応計画となる「気候変動の影響への適応計画」が閣議決定。

IPCC第５次報告書

第1作業部会報告書
（科学的根拠）

政府全体

中央環境審査会 地球環境部会
【気候変動影響評価等小委員会】
2013 8

国土交通省

社会資本整備審議会 河川分科会
気候変動に適応した治水対策検討小委員会

年

2013.9公表

第2作業部会報告書
（影響・適応・脆弱性）

2014.3公表

2013.8～

• 極端現象を見るためのより詳細な日本の気
候変動の予測

• 気候変動が日本にあたえる影響の評価

「水災害分野に係る気候変動適応策のあり方について」
2013.12 諮問

2
0
1
3
年

2
0
1
4
年

第3作業部会報告書
（緩和策）

2014.4公表

統合報告書

気候変動が日本にあたえる影響の評価
• それらの結果を踏まえたリスク情報の分析
等

「水災害分野に係る気候変動適応策のあり方について」
2015.2 中間とりまとめ

0
1
5
年

2014.10公表

「日本における気候変動の影響及びリスク評価に関する
報告と今後の課題（意見具申）」
2015.3とりまとめ

「水災害分野に係る気候変動適応策の
あり方について」
2015.8 答申

2
0

政府全体の初の適応計画である「気候変動の影響への適応計画」 2015年11月閣議決定
※定期的な見直し（5年程度を目処）
・気候変動の影響への適応を計画的かつ総合的に進めるため、政府として初の適応計画を策定するもの。＜基本的考え方
（第１部）＞、＜分野別施策（第２部）＞、＜基盤的・国際的施策（第３部）＞から構成される。

答申

2
0
1
6
年

「北海道総合開発計画」2016年３月閣議決定
北海道における気候変動及びその影響の観測・予測・評価結果を踏まえた適応策を推進することが示されている。
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 これまで日本では、全国同じ安全度の考え方のもと、過去の降雨実績等に基づいて治水計画を立案している。北海道ではこれ

現在の治水計画の考え方 本文P.10
3.2

まで降雨量が少なかったことから計画降雨量が相対的に小さい。

気候変動の影響は、日本の中でも特に北海道において大きいとの予測がなされている。将来の気候変動により、同等の確率規
模でも降雨量が増大する可能性がある。

全国の主要な河川における計画規模と計画降雨量全国の主要な河川における計画規模と計画降雨量

地整名 河川名 流域面積 基準地点 計画
規模

降 雨
継続時間

計 画
降雨量

北海道 石狩川 14,330km2 石狩大橋 1/150 3日 260mm

十勝川 9 010km2 茂岩 1/150 3日 215mm十勝川 9,010km2 茂岩 1/150 3日 215mm

常呂川 1,930km2 北見 1/100 12時間 138mm

東北 北上川 10,150km2 狐禅寺 1/150 2日 200mm

関東 利根川 16,840km2 八斗島 1/200 3日 318mm

北陸 信濃川 11,900km2 帝石橋 1/150 2日 270mm

中部 木曽川 9,100km2 犬山 1/200 2日 295mm

近畿 淀川 8,240km2 枚方 1/200 24時間 261mm

中国 江の川 3,900km2 江津 1/100 2日 323mm

年超過確率

1/100
現在

四国 吉野川 3,750km2 岩津 1/150 2日 440mm

九州 筑後川 2,860km2 荒瀬 1/150 48時間 521mm

気候変動により 100年確率日降雨量マップ（単位 ㎜/day）

1/100
or

1/150

る
降

雨
量

よ
り

想
定

さ
れ

る
降

雨
量

将来
既往の年

大雨量
をプロット

想定される計画
降雨量の増大
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「土木構造物の性能設計における作用の指針（案）」（土木学会）から
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４．今後の水防災対策のあり方



（１）気候変動を考慮した治水対策① 【気候変動の影響予測とリスクの社会的共有】

北海道における気候変動の影響を 新の知見に基づき科学的に予測。

本文P.14
5.2 (1)

北海道における気候変動の影響を 新の知見に基づき科学的に予測。

【北海道における気候変動の影響予測】

①将来予測モデル（シナリオ）

＜将来予測モデル＞

①将来予測モデル（シナリオ）

②流域レベルにダウンスケール

③将来の降雨量、洪水量の変化

＜ダウンスケール＞

※大量アンサンブル計算

地球温暖化対策に資するアンサンブル気候
予測データーベース（d4PDF） （文部科学

省、気象庁気象研究所、東京大学待機海洋
究 京都 学防災 究 境

文部科学省気候変動リスク情報創成プログラム数キロ格子でのダウンス
ケーリングにより、地形性
降雨等の物理現象を考慮
できる。

山田朋人准教授（北海道大学）提供 54

研究所、京都大学防災研究所、国立環境研
究所、筑波大学、海洋研究開発機構）

流域ごとの議論が可能。



（１）気候変動を考慮した治水対策② 【気候変動の影響予測とリスクの社会的共有】

 リスクの変化（治水安全度の低下 被害の規模・形態・頻度の変化 社会的影響）を具体的に示して社会的に共有。

本文P.14
5.2 (1)

 リスクの変化（治水安全度の低下、被害の規模 形態 頻度の変化、社会的影響）を具体的に示して社会的に共有。

【気候変動の影響による将来リスクの評価】

○治水安全度の低下

＜被害想定の例＞

○治水安全度の低下

○被害の規模・形態・頻度の変化

○被害想定：浸水面積、人的被害、農地被害、工場・病
院・学校等の地域の基盤施設等の被害

利根川首都圏広域氾濫の被害想定

①浸水範囲 （ 大浸水深図） ②浸水面積

約530km2
想定決壊箇所

羽生市 想定堤防決壊箇所

【社会的に共有】

○地域にどのような被害が発生するかを具体的に共有

③浸水区域内人口

④死者数

約230万人

約

旧栗橋町
加須市

幸手市久喜市 利根
川

旧大利根
町

○国・北海道・市町村等が認識を共有したうえで、今後
の防災減災対策

○具体的な適応策の議論 大約110万人

⑤孤立者数

約2,600人

（決壊2日後）

春日部市

越谷市 吉川市

荒川

（決壊2日後）

5.0m以上

2.0m以上5.0m未満

1.0m以上2.0m未満

5.0m以上

2.0m以上5.0m未満

1.0m以上2.0m未満

足立区

葛飾区

草加市
三郷市

八潮市

江
戸川

江戸川区

5.0m以上

2.0m以上5.0m未満

1.0m以上2.0m未満

0.5m以上1.0m未満

0.5m未満

5.0m以上

2.0m以上5.0m未満

1.0m以上2.0m未満

0.5m以上1.0m未満

0.5m未満

「気候変動適応戦略イニシアチ
【死者数の算出条件】

65歳以上 住宅 建物の 上階の居住階まで避難

1.0m以上2.0m未満

0.5m以上1.0m未満

0.5m未満

1.0m以上2.0m未満

0.5m以上1.0m未満

0.5m未満

江戸川区
0.5m未満0.5m未満

想定堤防決壊箇所
右岸136.0km
埼玉県加須市弥兵衛地先

治水安全度の低下
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気候変動適応戦略イ シアチ

ブ気候変動適応研究推進プロ
グラム 終成果報告会要旨集」
から

・65歳以上：住宅・建物の 上階の居住階まで避難
・65歳未満：住宅・建物の屋根の上等に避難

【降雨条件】 流域平均雨量 約320mm/3日（流域面積 約5,100km2）



（１）気候変動を考慮した治水対策③ 【リスクに対する対策の構築】
（２）ハード対策とソフト対策の総動員 【ハード・ソフトの各種対策の可能性及びと限界を踏まえた対策の組立】

リスク評価をもとに、治水計画やリスク管理に向けた目標を設定。

本文P.14
5.2（１）

本文P.16
5.2（2）

リスク評価をもとに、治水計画やリスク管理に向けた目標を設定。
ハード対策やソフト対策を総動員して対策を検討。

気候変動の影響の将来予測、リスク評価
※ 悪のシナリオも想定

治水計画やリスク管理に向けた目標を設定

ハードやソフトを組み合わせて対策を構築

※河川の改修、再開発等による既存治水施設の有効活用、新規の治水施設の整備、氾濫を抑制する対策（霞堤、二線堤等の
土地利用と一体となった対策）、危機管理型の施設整備、避難の強化対策、土地利用の誘導等

※ハード対策とソフト対策の機能と役割分担、可能性と限界・課題を考慮
※時間軸を意識し、対策を担う主体の役割分担を明確にする

スイスの事例津波防災地域づくり法イメージ
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（１）気候変動を考慮した治水対策④ 【気候変動を考慮した治水計画】

諸外国の事例も参考にしつつ、将来の外力増大に対するリスク最小化等の観点を踏まえて、現時点における気候変動

本文P.15
5.2（１）

諸外国の事例も参考にしつつ、将来の外力増大に対するリスク最小化等の観点を踏まえて、現時点における気候変動
を考慮した治水計画を検討。

リスクを考慮した整備イメージ

80,000 

100,000 

現
行
治

気
候
変
動
を

【気候変動を考慮した治水計画】

○諸外国の事例を参考に、気候変動を考慮した治水計画を検討。
※欧米諸国では、気候変動の影響により将来外力は増大した場合でも、これ
まで目標としてきた治水計画に基づく安全度を下げないことを前提に適応策

20 000

40,000 

60,000 
治
水
計
画
の
目
標

考
慮
し
た
場
合
の
目
標

被
害

まで目標としてきた治水計画に基づく安全度を下げないことを前提に適応策
に関する計画を策定している。

○気候変動が既に顕在化している現状で対策に手遅れが生じぬよ
う、現行治水計画を早急に検証し、現時点における気候変動を考
慮した治水計画を検討

（
（
被
害
額
・
人
的
被
害

0 

20,000 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 

現況 整備手順 A案 整備手順 B案

洪水流量

標慮した治水計画を検討。
※気候変動が顕在化した近年の降雨状況を評価しつつ、将来予測される外
力の増大に対するリスクの 小化、経済性、治水効果の早期発現、予測が
持つ変動幅に対する柔軟性等の観点を踏まえて検討。

等
）

（外力）

整備手順B案は、整備水準を超過した洪水時に被害が少
ない。

○ダムの再開発等

○霞堤
平成19年撮影

霞堤

渚滑川堤防

○二線堤

57
渚滑川堤防

吉田川 （東北地整）
鶴田ダム再開発イメージ

渚滑川



（１）気候変動を考慮した治水対策⑤ 【変動を考慮したリスク分析】

 検討にあたり 気候変動の将来予測が有する変動幅 観測方法等が有する変動幅を考慮したリスク分析を実施 危機管理等

本文P.15
5.2（１）

 検討にあたり、気候変動の将来予測が有する変動幅、観測方法等が有する変動幅を考慮したリスク分析を実施、危機管理等
への活用を検討。

気候変動の予測 【北海道大学 山田朋人准教授 提供資料】
○2007 IPCC第4次評価報告書（AR4）

気候変動 予測 【北海道大学 山田朋人准教授 提供資料】

○2014 IPCC第5次評価報告書（AR5）○2014 IPCC第5次評価報告書（AR5）

出典：『日本の気候変動とその影響』2012年度版、文部科学省 気象庁 環境省 58



（１）気候変動を考慮した治水対策⑥

将来的な外力の増大に早期に対応でき、また、柔軟に追随できる施設設計等を検討。

本文P.16
5.2 (1)

【将来的に気候変動に迅速に対応できる対策】
【気候変動の適応策の進め方】

本文P.15
5.2 (1)

気候変動に対応した時間軸の中で、対策を担う主体の役割分担を明確にしつつ、気候変動の影響の程度や社会・経済

情勢等を総合的に評価しながら、段階的に適応策を組み立て、検証しながら進めていく。

日光川水閘門の事例 ドイツの事例

 将来の外力増大時にできるだけ手戻りがない施設の設計。（設計流量（一般的
に年超過確率1/100の洪水流量）に気候変動の影響を割増※）

 堤防については、将来嵩上げが必要となった場合に備えて事前に用地を確保。
 護岸等については、将来嵩上げが必要となっても容易に対応できるように設計。

日光川水閘門の事例 事

護岸等 、将来嵩 げ 必要 容易 対 う 設計。
 橋梁については、当初から割増した流量により設計。

※ KLIWAプロジェクト（ドイツ気象庁とバイエルン州などの一部の州を含む共同プロジェ
クト）において、気候変動予測モデルで予測された降雨量を用い、流出モデルにより洪水
流量を求め、現在（1971～2000年）と将来（2021～2050年）の年超過確率別の流量の比

地球温暖化に伴う海面上昇や広域地盤沈下に考慮した構造

流量を求め、現在（ 年） 将来（ 年）の年超過確率別の流量の比
（気候変動係数）を設定。

(出典 愛知県建設部資料)

日光川水閘門改築事業
(出典：愛知県建設部資料)
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（２）ハード対策とソフト対策の総動員 【土地利用と一体となった氾濫抑制等の対策】

霞堤や二線堤の整備 道路等の連続盛土構造物等の保全・活用等 土地利用と一体となった治水対策を検討

本文P.18
5.2 (2)

霞堤や二線堤の整備、道路等の連続盛土構造物等の保全 活用等、土地利用と 体となった治水対策を検討。

霞堤 二線堤

平成19年撮影

霞堤

渚滑川堤防

霞堤事例（渚滑川）霞堤のイメージ

渚滑川堤防

吉田川二線堤（東北地方整備局 北上川下流河川事務所）
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（２）ハード対策とソフト対策の総動員

堤防決壊時に被害を軽減する工法など、減災工法について現地実験等を行い技術開発。

本文P.18
5.2 (2)

【危機管理型の施設整備】
【大規模構造物の安全性の確認】

本文P.19
5.2 (2)

堤 壊

大規模構造物や重要施設について、想定 大外力の増大など、設計を上回る外力が発生した場合を想定して安全性を確認。

施設能力を上回る洪水時にも被害の軽減を図るような危機管理型の施設整備を検討。

減災工法の技術開発

Burokku

H23縦断堤破堤本実験

実験水路

H25破堤拡幅抑制工実験 H26ブロック投入実験

Burokku
Tounyu

堤
防

氾濫域

実験水路

堤
防 破

堤
破堤拡幅抑制工（2ｔブ
ロック）

床止め等の施設は、計画

大規模構造物の安全性確認 危機管理型の施設整備

実物大スケールの十勝川千代田実験水路における堤防決壊メカニズム及び決壊時の氾濫被害軽減に向けた実験

○ダムなど 大規模構造物に 想定 大外力 増大など 設計外力を上回る洪水が重要施設については、堤防
天端まで水位が上昇するこ
とを想定し安全性を確認す
ることを検討。

、
高水位以下の水位に対し
て安全を確保するよう設
定されている。

重要施設については、堤防
天端まで水位が上昇するこ

床止め等の施設は、計画
高水位以下の水位に対し
て安全を確保するよう設

○堤防構造を工夫する対策○ダムなどの大規模構造物について、想定 大外力の増大など、設計外力を上回る洪水が
発生した場合を想定し、安全性を確認

○その他重要構造物の安全性確認

計画高水位

豊平川の床止群

天端まで水位が上昇するこ
とを想定し安全性を確認す
ることを検討。

て安全を確保するよう設
定されている。

計画高水位

構造物の安全性確認イメージ

豊平川の床止群

構造物の安全性確認イメージ豊平川の床止群 61

○その他、超過洪水時に弱点となる水衝部や狭窄部における堤防防護対
策や、氾濫時に被害を 小限にするための水門の設置など、危機管理
型の施設整備を検討



（３）避難の強化と避難体制の充実 【「水防災意識社会」再構築の取組等の推進】 本文P.19
5.2 (3)

 「水防災意識社会」再構築の取組を、北海道管理区間も含めて一層推進。水防災意識社会」再構築 取組を、 海道管 区間も含 層推進。

水位上昇が早く、洪水予報が困難な中小河川において、ホットライン、タイムライン、水位周知の方策について検討・実施。

札幌市等の大都市部において、地下空間対策等も含めて危機管理体制の強化

自治体の防災対応強化のための国からの支援強化や職員研修や訓練、洪水経験を共有する仕組みづくり等を検討

減災対策協議会の場等の活用で連携を強化し 国 北海道 市町村等が総力を結集して災害に対応

H28.8洪水における北見河川事務所から北見市へのホットラインの状況

減災対策協議会の場等の活用で連携を強化し、国、北海道、市町村等が総力を結集して災害に対応。

「石狩川下流減災対策員会」開催状況

「十勝川減災対協議会」開催状況 62



（３）避難の強化と避難体制の充実

 治水地形分類図などを用い、旧河道などの過去の地形を周知。

本文P.20
5.2 (3)

本文P.21
5.2 (3)

【住民等との水害リスク情報の共有化】
【避難施設の整備】

 街の中の浸水実績等の表示についてより安価で多くの箇所に表示する手法、ハザードマップの高度化。
 水位周知河川の指定促進、未指定河川における水害リスク情報の提供について検討。
 災害時における一元的な情報発信の体制の構築を検討。
 切迫した河川の状況に関する記者説明会を一定の頻度で開くなど、迅速な報道機関への情報提供。
 一般住民が普段から川に接し、親しむことで、災害リスクをより正しく認識できる素地を養う。
 治水施設の整備とともに、避難路や避難場所等の避難施設の整備を一体的に進める。

8月21日午前5時 常呂川の越流・堤防損壊を踏まえて
北海道からはじまる洪水リスクの新しい伝えかた（北海道まるごとハザードマップ）

8月21日午前5時 常呂川の越流・堤防損壊を踏まえて
実施した緊急記者説明会の状況

• 浸水の深さや範囲を示すハザードマップが作成されているが、その認知度や
活用の程度は必ずしも高くない

大規模な洪水氾濫から命を守るには、（１）リスクを認識し、リスクに備える（２）防災行動を事前に想定し、非常時に防災行動
のきっかけになる（３）災害情報を入手することが重要ではないか。

問題認識

（１）洪水リスクの周知 ハザードマップを活用して
いる住民は３割にとどまる

• タイムラインの策定や訓練・実践を通じた新たな取組が進みつつある

• 電柱等に浸水の深さを示すまるごとまちごとハザードマップの取組を進めて
いるが、道内11市区町村にとどまる

（２）防災行動計画

（３）災害情報

旧河道

旧河道の情報の周知

• さまざまな媒体を通じて、瞬時に防災情報が住民に提供されているが、行動
につながっていない

• さまざまな媒体を通じて、瞬時に防災情報が住民に提供されているが、行動
につながっていない

• 防災情報を入手できても、観光客にはリスクが伝わっていないのでは

課 題

「まるごとまちごとハザードマップ」は、 その地点がどのく
らい浸水するのか、 寄りの避難所はどこで、どのくらい

離れているかなどの情報を、わかりやすく「まちなか」に表
示するもの

• 安価で、より多くの箇所で、浸水リスクを表示する手法を検討
• 例えば、

全道統一で、洪水の浸水高さは青、津波の浸水高さは赤、土砂災害警

につながっていない

• 防災情報を入手できても、観光客にはリスクが伝わっていないのでは

対 応

戒区域は茶のように統一したマーク（シンプルなリボン）が、至ると
ころの電柱に貼られていれば、・・・

洪水について避難勧告が発令されたとき、例えば報道機関は、「青色
のリボンの高さまで浸水するおそれがあります。」と伝えれば、危険性を
伝えることができ、観光客等も容易に理解ができる。

ある地域の設置場所の事例

自宅周辺の状況が把握できるほど、数多く設置さ
れていない

63治水地形分類図の例（国土地理院ＨＰから）



（４）支川や上流部等の治水対策①

気候変動の影響は、河川の規模、本川や支川等にかかわらず、全ての河川が直面する課題であり、国や北海道等がより一層

本文P.21
5.2 (4)

【水系一貫した治水対策の検討】
【支川や上流部等の治水安全度の向上】

連携を深め、水系一貫した河川整備や河川管理の実施、被害を 小化するための対策を総動員。

支川や上流部等では、暫定的な掘削断面とする改修や局所的な対応などの改修方法の工夫を実施。既設ダムの再開発等の

有効活用や遊水地等の洪水調節施設などにより、下流に負荷をかけずに支川や上流部の治水安全度を早期に向上。

般的な河川整備 支川 上流域の治水安全度の早期向上の例

上流から整備すると、出水時に下流へ流下する流量（負荷）が増大

一般的な河川整備 支川・上流域の治水安全度の早期向上の例

既設ダムの再開発等
の有効利用、遊水地
の整備等により、下

市街地 市街地

本川 支
川

H28.8出水で被害小

市街地 市街地

市街地
本川 支

川

H28.8出水で被害小

流に負荷をかけずに
治水安全度を向上

市街地
本川 支 市街地

下流 上流 上流下流

河川の整備は下流に負荷を与えないように下流から実施

上流（支 含む） 河 整備を実施すると 出水時 流

上流の改修に着手するスピードを早める

・上流（支川含む）の河川整備を実施すると、出水時に下流へ
流下する流量が増加する。

・下流の河道が、上流からの流量増加に耐えられない場合、下流
での被害が大きくなる。

・そのため、上下流バランスを考慮し、下流から順次河川整備を

上下流バランス、地域の実情を踏ま
えて、上流の改修にも着手

□：本来掘削が必要な断面そ 、 流 ラ を考慮 、 流 順次 整備を
実施。

□：本来掘削が必要な断面
■：暫定的な掘削断面

64



（４）支川や上流部等の治水対策② 【土砂等の影響への対策】

 洪水時の上流からの土砂流出や河道の変化状況 河道内の樹木・流木等の影響など 被災状況を調査・分析し 今後の河道

本文P.22
5.2 (4)

 洪水時の上流からの土砂流出や河道の変化状況、河道内の樹木・流木等の影響など、被災状況を調査・分析し、今後の河道
計画や維持管理に反映。

 土砂動態等に関する調査・研究の推進。

 土砂等の流出抑制対策や河川の浸食対策、堤防強化対策。

十勝川水系ペケレベツ川 十勝川水系音更川

十勝川水系パンケ新得川

十勝川水系ペケレベツ川 十勝川水系音更川

おりとがわ

補助河川

65十勝川水系札内川沙流川水系沙流川

石狩川水系辺別川



既設ダム（発電・農業用ダム含む）の再開発や、洪水予測精度の向上を踏まえた予備放流方式の導入など、流域にある既設

（５）既存施設の評価及び有効活用① 【既設ダムの有効活用】 本文P.22
5.2 (5)

設 農 、洪 精度 備放流 導 、流 あ 設

のダムを 大限活用。

洪水調節容量を増量するため 低い貯水位でも放流可能

既設ダムの放流施設の改良事例【鶴田ダム】 雨量予測精度向上を踏まえた事前放流

雨量予測精度の向上を踏まえた 事前放流の導入洪水調節容量を増量するため、低い貯水位でも放流可能
なように新たな放流管を増設

ダム上流域の降雨量やダムへの流入量の予測精度の向上

流入
洪水前 洪水中

雨量予測精度の向上を踏まえた、事前放流の導入

※

洪水調節容量 洪水調節容量

＋確保した容量利水容量等事前放流
放流

流入
流入

洪水前 洪水中 ※

事前放流により洪水調節のた 事前放流により確保した容量も

放流

事前放流により洪水調節のた
めの容量をさらに確保

事前放流により確保した容量も
用いて洪水調節

鶴田ダムの再開発イメージ

事前放流のイメージ図

※現在は、降雨予測の精度等から技術的制約
があるため 十分な検討が必要
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鶴田ダムの再開発イメージ があるため、十分な検討が必要。



（５）既存施設の評価及び有効活用② 【堤防の評価や強化対策】

 堤防の被災状況について調査・分析を行い、今後の堤防の危険度の評価方法や強化方法など、堤防管理等に反映。

本文P.23
5.2（5）

 堤防の被災状況について調査 分析を行い、今後の堤防の危険度の評価方法や強化方法など、堤防管理等に反映。

堤防決壊のメカニズム（イメージ）

＜平成28年８月北海道大雨激甚災害の堤防被災状況＞

越水による堤防決壊 侵食・洗掘による堤防決壊

河川水の越流により川裏法尻
が洗掘、堤防が崩壊

河川水による侵食・洗掘が進行、
堤防が崩壊

浸透による堤防決壊石狩川水系空知川 常呂川水系常呂川

地盤内にパイプ状の水みちが
でき拡大、堤防が崩壊

河川の水が、堤防内に浸透、
堤防が崩壊でき拡大、堤防が崩壊 堤防が崩壊

十勝川水系札内川 十勝川水系音更川

堤防調査委員会の開催

十勝川水系札内川
常呂川水系常呂川

※被災原因の究明や堤防復旧工法等を検討

第１回堤防調査委員会（H28.9.30）
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（５）既存施設の評価及び有効活用③ 【観測体制の強化・洪水予測精度の向上】

 観測網の充実や欠測時の対応など 観測体制の強化

本文P.23
5.2(5)

 観測網の充実や欠測時の対応など、観測体制の強化。

 避難勧告等やダム管理などの防災対応に活用可能となる洪水予測技術の開発、精度の向上。

レ ダ雨量情報（ＸＲＡＩＮ エ クスレイン）の配信エリアの拡大 高度な洪水予測技術の開発

従来のＣバンドレーダ雨量計を高性能化し、XバンドMPレーダ雨量計と組み合
せることにより、高精度・高分解能・高頻度で、ほぼリアルタイムのレーダー雨量
情報の配信エリアを拡大中。

レーダ雨量情報（XRAIN）や航空レーザ測量による高精度の地形データ、分布
型洪水予測モデルによる流出解析等を活用し、洪水予測技術、予測精度の向
上を図る。

レーダ雨量情報（ＸＲＡＩＮ：エックスレイン）の配信エリアの拡大 高度な洪水予測技術の開発

（XRAIN：高性能レーダ雨量計ネットワーク）

これまでの配信エリア

平成２８年７月拡大エリア

（データの活用例）

イメ ジ図など

平成２８年７月拡大エリア

【Cバンドレーダ】
分解能：1km
配信間隔 ５分

 XRAINによる分解能250mメッシュの
データを活用

 航空レーザ測量（5mメッシュ）データを
活用したメッシュ地盤高の設定

イメージ図など
配信間隔：５分

【XRAIN】
分解能：250m
配信間隔：１分

※上図のエリア内であっても、山岳遮蔽等により観測
できないことがあります。

分布型洪水予測モデル

高精度・高分解能で、ほぼ
リアルタイムのレーダ雨量
情報を提供。

今後、北海道内においても
今まで以上にエリアを拡大
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（５）既存施設の評価及び有効活用④ 【河川の適切な維持管理、施設の効果の確実な発現】

 河道内の堆積土砂や樹木・流木について、より一層民間企業と連携して有効活用、より有効に活用するための技術開発。

本文P.23
5.2 (5)

 樋門の自動ゲート化の推進や樋門等の操作の地域の協力体制の検討など、確実な施設の運用体制確保の取組。

 ICT等の技術を用いた監視体制の強化等の河川管理の高度化・効率化等に関する取組や技術開発。

 中小河川等の管理水準の持続的確保。

樋門等操作要員の現状 営利目的も可能な民間公募樹木伐採の取組（無償） ＩＣＴ等の技術を活用した樋門等操作要員の現状

平成28年8月8日 北海道開発局札幌開発建設部報道発表

北海道開発局札幌開発建設部では、河川内の樹木を資源として有効に利
用する観点から、採取した樹木をバイオマス燃料や製品の原料などとして活
用していただける企業や団体などを広く募集し 定の条件を満たす方に河

営利目的も可能な民間公募樹木伐採の取組（無償）

600

樋門等の操作を委嘱している方々の年齢構成
（開発局管理河川）

ＩＣＴ等の技術を活用した
河川管理の高度化

用していただける企業や団体などを広く募集し、一定の条件を満たす方に河
川産出物として採取を許可する「公募型樹木等採取」を試行的に実施してお
ります。

本試行により採取した樹木等については、自家消費などの制約はありませ
ん。加工或いは販売など営利目的で使用することができます。

300

400

500

600

平成27年度国土交通省水管理・国土保全局予算概要（抜粋）

0

100

200

（４）堆積土砂の掘削に関するコスト縮減と撤去土砂の有効活用の取組

樋門の自動化

H27.4時点

中州が発達するなど、堆積土砂により流下能力が不足している箇所等
において、これまで維持工事により対応していたものについて、生態系
や良好な河川景観等への影響が生じない範囲内で民間事業者等による
砂利採取を許可することで、掘削に係る費用の縮減に努めるとともに、
民間での有効活用を促進する。

樋門 自動化

・既存CCTVカメラを活用して画像を自動取得、変状解析を行うシステムの開発等

ICTを活用した堤防、河岸等の監視技術の開発
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（６）許可工作物への対応 【被災要因分析と対策、防災・減災技術の開発、ソフト対策】

 橋台背面の洗掘等による橋梁の被災や頭首工の被災等による経済や人的被害などを踏まえ、その被災要因を分析し、それ

本文P.24
5.2 (6)

橋台背面の洗掘等による橋梁の被災や頭首 の被災等による経済や人的被害などを踏まえ、その被災要因を分析し、それ
にもとづき有効な対策を検討。

 河川の流路変動等の特徴的な被害状況を踏まえ、防災・減災技術の研究開発に努める。

 関係機関の情報共有や伝達方法等のソフト対策をあわせて検討。

H28.8大雨災害による橋梁の被災状況 ⾄帯広

〔太平橋（国道38号）〕 〔高原大橋（国道273号）〕

2国道橋被害

右岸側橋台裏が被災

辺別川九線橋の被災（H28.8出水）

〔小林橋（国道38号）〕
〔千呂露橋（国道274号）〕 防災減災技術の開発〔小林橋（国道38号）〕
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被災要因を分析・有効な対策を検討・ソフト対策をあわせて検討

○大規模流路変動現象と構造物に作用する流体の解析手法
○大規模流路変動による道路盛土の浸食対策技術 等

防災減災技術の開発



（７）生産空間（農地）の保全①

生産空間（農地）に対する治水対策の効果のより適正な評価方法の検討。

本文P.25
5.2 (7)

【農業に関わる治水対策の適正な評価方法】
【農地の利用形態等を考慮した治水対策、農業と河川事業の連携】

畑作地帯や水田地帯等の農地の形態や農作物の特性等に応じた治水対策を検討。

農地の排水事業と河川事業の連携などにより、より効率的で早期に排水可能な対策を検討。

農業被害の状況
が堆 農

・農地の復旧が播種・移植期に間に合わない場
合、翌年の農作物の収穫量に影響する。

・農地を復旧しても、土壌の変化により通常の
収量に回復するまで（複数年かかる場合あり）

【農地の復旧に関する農作物被害】
土砂が堆積し、元の農地に回復
するまで収量が減少

土壌が流出し、元の農地に回復
するまで収量が減少 畑地土壌の流出による影響

（ばれいしょ復興スケジュール）

H28年度 堆積土砂除去

畑作

・十勝地方の輪作において、秋小麦作付が土地
利用全般を規定しており、大雨後に圃場が確
保できない場合 秋小麦の連作となり 次年度

の収量が減少する。

河川が氾濫し 施設が浸水 農作物の浸水被害により

農地へ土砂が堆積 農地の土壌が流出

（被災）

H29年度

年度

土壌復旧

作付け

【輪作体系への影響】

畑作保できない場合、秋小麦の連作となり、次年度
以降に連作障害等が発生する懸念

【食品加工場に関する被害】

河川が氾濫し、施設が浸水 農作物の浸水被害により
加工用原料が減少

H30年度

H31年度

作付け

収穫・農地の復旧が播種・移植期に間に合わない場
合、翌年の農作物の収穫量に影響する。

食品加工場の被災状況 加工用ばれいしょの浸水被害

出荷量の減少により 流通 市場取引量 価格 卸売 小売 飲食業へ影響が波及する

【他産業へ波及する被害】

※種芋も被災したため、種芋の
収穫ができない他、融雪期は
工事ができないため収穫は４年
目となる。

・農地を復旧しても、土壌の変化により通常の収
量に回復するまで（複数年かかる場合あり）の
収量が減少する。

・出荷量の減少により、流通・市場取引量・価格・卸売・小売・飲食業へ影響が波及する。

※例えば、霞堤により一部
浸水は許容しつつ、農地の
土壌流出のリスクを軽減で
きるなど 様々な治水対策

○農地の利用形態や農作物の特性等に応じた治水対策を検討

きるなど、様々な治水対策
の可能性について、農地の
利用形態等も考慮しながら
検討していくことが重要
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（７）生産空間（農地）の保全② 【河道掘削土や河道内樹木・流木の農業への有効活用】

河道掘削土や河道内の伐採木や流木、堤防除草等について、民間の活力も活かしつつ、地域の農地等への有効活用、より有

本文P.26
5.2 (7)

道掘 道 伐採木 流木、堤防除草等 、民間 活 活 、 域 農 等 有効活用、 り有

効に活用するための技術開発を推進。

農業事業と連携した伐採樹木の活用事例 河川掘削土の農地への活用

帯広開発建設部の取組
花苗生産農家などは厳冬期から花苗生産をするため、花苗ハウス
内の温度管理が必要であるが、近年の燃料高騰を受け燃料費が経
営を圧迫している。従来は処分場で処理していた流木等をボイラー
の燃料として提供することで、処分費の縮減を図るだけではなく、地

元産業への貢献を行う。

帯広開発建設部の取組

厳冬期から生産のた
めハウス内の温度管
理が必要

■H28.8北海道大雨災害による農地の土壌流出被害などへの対応として、河道の掘削土の活用を
調整するなど、農地復旧と連携理が必要

ボイラー燃料へ流木を
活用しコスト縮減

恵庭市内における農林水
産省のモデル事業

河道掘削した土砂を、 ダンプトラックへ積み込み、 土砂が流出した農地へ運搬し、 農地の早期復旧に有効活用
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委員会報告を踏まえた今後の水防災対策の行動計画 国土交通省北海道開発局 ・ 北海道

水防災対策の内容 概ね５年以内の取組 フォローアップ

平成29年3月

【気候変動の影響予測】
・予測技術の進展等を踏まえて
検証

※十勝川等のモデル河川から順次検討し、全道へ展開

〇最新の知⾒をもとに、流域レベルへのダウンスケールにより将来の降⾬量や
洪⽔流量を予測

気
候
変

（１）
※時間軸を意識しながら、対策を担う主体の役割分担を明確にしながら進める

気候変動の影響を予測し、治水対
策を構築

【リスク評価と社会的共有】 ・リスク評価方法の検証
・リスク情報の検証

変
動
を
考
慮
し

〇リスク評価⽅法の検討（※予測の変動幅を考慮）
〇将来の治⽔安全度の低下、被害想定等の算出
〇将来のリスクを具体的に数値やマップ等で⽰し、社会的に共有

〇諸外国の適応策の事例の収集や課題の整理
【リスクに対する対策の構築】

・適応策の状況、技術的知見、
社会・経済状況等を踏まえて
検証

・実施状況、技術的知見等を踏
まえて検証

【将来的に気候変動に迅速に 〇外⼒の増⼤に早期に対応できる柔軟な施設改良や設計等について、諸外国の事
例 収集や課題 整理 デル事例 検討

し
た
治
水
対
策

〇諸外国の適応策の事例の収集や課題の整理
〇治⽔計画やリスク管理の⽬標の設定
〇リスクに対するハード・ソフト対策の構築：（２）参照
〇リスクの最⼩化などの観点を踏まえた最適な治⽔計画

まえて検証対応できる対策】 例の収集や課題の整理、モデル事例で検討

・実施状況 効果の検証

※ハード・ソフト対策の検討、順次対策を実施

※減災対策協議会等の場を活用しつつ議論

ハ

（２）

策

施設整備を行うとともに、施設能力を
超える洪水を前提とした対策の構築

〇引き続き施設整備の着実な推進 ・実施状況、効果の検証
・新たな対策等の検討

避難の強化
・実施状況、効果の検証
・新たな強化方法等の検討

ー
ド
対
策
と

施設の整備
〇引き続き施設整備の着実な推進
〇リスク評価をもとに既存施設再開発や新規施設の可能性検討・整備

〇避難の強化に向けた⽅策の検討・実施（具体には（３）参照）
〇リスク評価をもとに避難の確実性・困難性を地域と議論しながら避難の強化

土地利用と一体となった
氾濫抑制等の対策

・実施状況、効果の検証
・取組へ向けた検討

〇地域の意向も踏まえながら⼟地利⽤と⼀体となった治⽔対策の検討・実施

災害リスクを考慮した土地
利用に関する取組

・実施状況、効果の検証
・新たな対策等の検討

と
ソ
フ
ト
対
策
の

〇リスクの低い地域への⼟地利⽤の誘導を⽬的としたリスク情報の検討
〇リスク評価をもとにリスク情報の提供、他事例などをもとに取組の検討

危機管理型の施設整備
・実施状況、効果の検証
・新たな対策等の検討

〇危機管理型の施設整備の検討・実施

【減災工法の技術開発】
【構造物の安全性の確認】

〇堤防決壊時の抑制⼯などの減災⼯法の技術開発
〇超過外⼒時の施設の安全性の評価⽅法等の検討、モデル事例で検討

・技術開発の状況、技術的知見
等を踏まえて検証

の
総
動
員



委員会報告を踏まえた今後の水防災対策の行動計画 国土交通省北海道開発局・北海道

水防災対策の内容 概ね５年以内の取組 フォローアップ

平成29年3月

【水防災意識社会再構築の取組の推進】
※減災対策協議会の取組推進

【住民等との水害リスク情報の共有化】

・実施状況、効果の検証

・実施状況、効果の検証

（３）
避難の強化
と避難体制
の充実

〇より避難⾏動に直結する災害リスク情報の提供⽅法の検討・実施
〇⽔位周知河川の指定の拡⼤

〇北海道管理区間で協議会を設置、取組⽅針作成、ホットライン等の取組
〇地下空間の避難や浸⽔防⽌対策を含む⼤都市部の危機管理体制の強化
〇⾃治体への⽀援の充実、技術⼒向上の取組、経験の蓄積を図る仕組みづくり

【避難施設の整備】

・実施状況、検証

の充実

（４）

〇⽔位周知河川の指定の拡⼤

〇避難路や避難場所等の施設を、地域の意向も踏まえ、関係機関のもと検討 ・整備状況、効果の検証

【水系一貫した治水対策】 〇⽔系⼀貫した河川整備や河川管理

【支川や上流部等の治水安全度の向上】

【土砂等の影響への対策】

・実施状況、効果、技術的知見、
を踏まえて検証

支川や上流
部等の治水
対策

〇⽀川や上流部等の安全度を早期に効率的に向上させる⽅法を検討・実施
○今次災害を踏まえて、⽀川や上流部等の河道計画等への反映⽅法検討・反映

〇今次災害の⼟砂等の影響を調査・分析、災害の防⽌⽅策を検討・実施

ダム再開発 事前放流や操作ル ル変更等 可能性 検討 実施【 設ダ 有効活 】 実施状況 効果の検証

・実施状況、効果、技術的知見、
を踏まえて検証

（５）
既存施設の
評価及び有
効活用

【堤防の評価や強化対策】

【観測体制の強化・洪水予測精度向上】

〇ダム再開発、事前放流や操作ルール変更等の可能性の検討・実施

〇堤防被災箇所の調査・分析等より、堤防管理や堤防強化⽅法等の検討・実施

【既設ダムの有効活用】

〇⾼精度レーダー⾬量計の整備、CCTVカメラ活⽤等の観測体制の強化
〇避難勧告等の発令やダム管理等に活⽤可能な洪⽔予測技術の開発

・実施状況、効果の検証

・実施状況、効果、技術的知見、
を踏まえて検証

・実施状況、効果発現、技術的
知見の状況を踏まえて検証効活用

【河川の適切な管理、
河川管理施設の効果の確実な発現】

〇河道内樹⽊等の有効利⽤促進、砂利採取可能な河川の拡⼤
〇施設の適切な維持管理・更新、管理⽔準の持続的な確保
〇樋⾨等の⾃動化の推進、地域の協⼒体制の検討・強化
〇管理⽔準の持続的な確保、ICT等の技術を⽤いた管理の⾼度化

（ ）

知見の状況を踏まえて検証

・実施状況、進捗状況、効果発
現状況、技術的知見の状況を
踏まえて検証

【農業に関わる治水対策の適正な評価方法】

【被災要因分析と対策、防災・減災
技術の開発、ソフト対策】

・実施状況、検証

実施状況 検証

（６）
許可工作物
等への対応

〇橋脚などの被災要因を分析、防災・減災対策の技術開発

〇農業に関わる治⽔経済効果の適正な評価⽅法の検討 ⽅法の導⼊

〇情報共有や伝達⽅法等のソフト対策の検討

・実施状況、技術的知見の状況
を踏まえて検証

【農業に関わる治水対策の適正な評価方法】

【農地の利用形態等を考慮した治水対策、
農業と河川事業の連携】

・実施状況、検証

・実施状況、効果の検証

【河道掘削土等の農業への有効活用】 ・進捗状況、検証

（７）
生産空間の

保全

〇農業に関わる治⽔経済効果の適正な評価⽅法の検討・⽅法の導⼊

〇河道掘削⼟・伐採⽊や流⽊、堤防除草等の地域の農業への有効利⽤促進

〇地域の意向も踏まえて利⽤形態等を考慮した治⽔対策や連携⽅法検討・実施


