
（５）減災のための目標（案）について
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天塩川下流の水害での主な特徴

②一度氾濫が生じると、浸水が非常に広範囲に及ぶ
・低平地の天塩平野・サロベツ原野を流れることから、昭和56年洪水時の氾濫面積は下流のみで8,868haに及んだ。
・一度氾濫すると浸水が広範囲に及ぶことから、水防活動の強化や迅速な情報収集・伝達が必要。

①大河の河口に近く洪水が長期にわたり継続する
・昭和56年洪水では、天塩大橋において水防団待機水位（指定水位）を76時間、はん濫注意水位（警戒水位）を60
時間にわたり超過した。

・堤防決壊の危険に備えた水防活動の強化が必要。また氾濫による被害の長期化が懸念されることから、避難行動
の長期化への対応等が必要。

③広域分散型の土地利用がなされている
・低平地には流域の主要産業（酪農業等）を営む住民が広範囲に点在することから、漏れ無く入手しやすい情報伝達

を図るとともに、能動的な避難行動を促すための取組が必要。

天塩川（右岸）とサロベツ川 天塩川（左岸）
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■５年間で達成すべき目標

■上記目標達成に向けた２つの取組
天塩川下流において水災害防止を目的として河川管理者が実施する堤防整備等の洪水を

河川内で安全に流す対策に加え、下記の取り組みを実施。

１．広域分散型の土地利用や、長時間続く洪水を踏まえた確実な避難に
関する取組

２．長時間続く洪水、広範囲にわたる浸水被害から地域を守るための水防
活動・復旧に関する取組

※大規模水害・・・・・・・想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水氾濫による被害

※長時間続く洪水・・・・・全国で４番目（256km）に長い河川の下流に位置し、勾配が非常に緩い（1/5000～）
ことから、洪水時には高い河川水位が長時間継続する

※地域を守る・・・・・・・上流域の市町村等と連携した情報の収集・伝達を行うとともに、堤防決壊を遅らせる
ための水防活動の強化や、避難行動の長期化に備えた備蓄資材の充実等を図る

※確実な避難・・・・・・・流域住民が予め避難経路・避難場所を把握し、また自らリアルタイムの防災情報等を入
手し、避難勧告等に基づき的確に避難を行う

天塩川下流における減災のための目標（案）

天塩川下流の大規模水害に対し
「長時間続く洪水から地域を守る」、「確実な避難を目指す」
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■平時から住民等への周知・教育・訓練に関する事項

※天塩町洪水ハザードマップより
天塩町ホームページ http://www.teshiotown.hokkaido.jp

河川整備において基本となる降雨を前提 想定し得る最大規模の洪水に係る浸水想定区域

広域分散型の土地利用や、長時間続く洪水を踏まえた確実な避難に関する取組事例①

○想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図の作成と周知 ○想定最大降雨による洪水ハザードマップの改良と周知
○想定最大降雨による、まるごとまちごとハザードマップの作成

○小学生を中心とした防災教育の実施

防災教育の実施状況

幌延町農業協同組合問寒別支所

天塩町新栄通6丁目（天塩町バス待合所）
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広域分散型の土地利用状況を踏まえた円滑かつ迅速な避難行動のための取組事例②

■情報伝達、避難計画等に関する事項

○円滑かつ迅速な避難行動のため、避難勧告に着目したタイムラインの策定を行う必要
○出水での運用や、タイムラインに基づく訓練を通じて改善を行っていく

平成28年3月現在

台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、直轄河川管理区間沿川の市町村の避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案）

◇台風予報

◇台風に関する旭川地方気象情報（随時）
○台風に関する気象庁記者会見
◇大雨注意報・洪水注意報発表
○台風に関する気象庁記者会見
◇大雨警報・洪水警報発表

※台風上陸

※気象・水象情報に関する発表等のタイミングにつ

いては、地域・事象によって、異なります。

○施設（ダム・樋門・樋管等）の点検・操作前確認

○災害対策用資機材・水防資機材等の確認
○建設部内・協力会社等の体制確認
○工事業者への連絡

【注意体制】

○必要に応じ樋門・樋管の操作

○他建設部の応援体制・防災エキスパートの支援確認

【警戒体制・災害警戒本部設置】

○出水時点検（巡視）
○CCTVによる監視
○防災ヘリコプター要請
○防災エキスパート要請

【警戒体制・災害警戒本部設置】

○防災ヘリによる巡視、映像配信開始

○被害状況の把握
（ヘリコプター等による迅速な状況把握）

○TEC-FORCEの活動
○被害状況・調査結果等の公表
○緊急復旧工法の協議、策定

○水防団等への注意喚起

○休校の判断、体制の確認等

○水防団指示
○連絡要員の配置

○1時間ごとに河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

○管理職の配置

○首長若しくは代理者の登庁

○必要に応じ、助言の要請

○災害対策用機械申請

○巡視・水防活動状況報告

○避難状況報告

○リエゾンからの情報提供

○避難状況報告

○自衛隊への派遣要請
○避難者への支援

○テレビ、ラジオ、インターネット等によ

る気象警報等の確認
○ハザードマップ等による避難所・避難

ルートの確認
○防災グッズの準備
○災害・避難カードの確認

○自宅保全

○テレビ、インターネット、携帯メール等
による大雨や河川の状況を確認

○防災無線、携帯メール等による避難準備
情報の受信

○避難の準備

○防災無線、携帯メール等による避難指
示・避難勧告の受信

-72h

-48h

-25h

-23h

0h

-21h

-22.5h

水防団待機水位到達
天塩大橋水位観測所（水位2.20m）

水防警報（待機・準備） 第1配備(準備体制）

はん濫注意水位到達
天塩大橋水位観測所（水位3.10m）

洪水予報（はん濫注意情報） 第2配備(警戒体制)

○リエゾンの派遣
○避難勧告の助言

（水位予測結果）
○災害対策機械要請・出動

○被災情報提供
（ホットライン）

水防警報（出動）

水防警報（指示）

留萌開発建設部（本部・幌延河川事務所）

避難判断水位到達
天塩大橋水位観測所（水位3.90m）

洪水予報（はん濫警戒情報）

○危険水位超過予測情報
○被災情報提供

第3配備(非常体制)洪水予報（はん濫危険情報）
はん濫危険水位到達

天塩大橋水位観測所（水位4.30m）

計画高水位超過・漏水破堤発生 洪水予報（はん濫発生情報）

緊急復旧、堤防調査委員会設置

氾濫発生

避難開始

避難完了

最終的な危険回避行動

避難解除

要配慮者避難開始

○避難の準備（要配慮者以外）

○防災無線、携帯メール等による避難指示・
避難勧告の受信

天塩町気象・水象情報 住民等

○避難所開設の準備

○避難が必要な状況が夜間・
早朝の場合は、避難準備情報
の発令判断

円山・西産士・中産士・北
産士・振老・北川口・川口
基線地区外避難準備情報

円山・西産士・中産士・北
産士・振老・北川口・川口
基線地区外避難準備情報

円山・西産士・中産士・北
産士・振老・北川口・川口
基線地区外避難準備情報

広域分散型の土地利用や、長時間続く洪水を踏まえた確実な避難に関する取組事例②
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広域分散型の土地利用状況を踏まえた円滑かつ迅速な避難行動のための取組事例③

■情報伝達、避難計画等に関する事項

○発表の対象区域や避難を切迫性が首長や住民に確実に伝わる洪水予報文、伝達手法へ改良を行う必要

現在の洪水予報文 改善イメージ

広域分散型の土地利用や、長時間続く洪水を踏まえた確実な避難に関する取組事例③
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広域分散型の土地利用状況を踏まえた円滑かつ迅速な避難行動のための取組事例④

■円滑かつ迅速な避難に資する施設整備に関する事項

簡易水位計

簡易水位計の設置
画像閲覧機能の追加(イメージ)

スマートフォンでの閲覧（イメージ）

○ライブ画像、河川水位、レーダー雨量等のリアルタイム情報のスマートフォンを活用した提供

広域分散型の土地利用や、長時間続く洪水を踏まえた確実な避難に関する取組事例④
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中川町
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L=2.60km
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L=0.20kmL=0.81km
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L=0.26km L=0.23km
L=0.49km

L=1.19km

L=5.12km

L=0.23km

L=0.44km
L=0.21km

L=0.14km

L=0.20km

L=6.73km

L=2.08km

広域分散型の土地利用状況を踏まえた円滑かつ迅速な避難行動のための取組事例⑤

■円滑な避難に資する施設整備に関する事項

○危機管理型ハード対策
氾濫リスクが高いにも関わらず、当面の間、上下流バランスの観点から堤防整備に至らない区間などについて、
平成32年度を目途にいわゆる粘り強い構造の堤防など危機管理型のハード対策を実施。

凡例 天端の保護
裏法尻の補強

表土

砂質土
粘性土

堤防裏法尻の補強

○ 裏法尻をブロック等で補強し、深掘れの進
行を遅らせることにより、決壊までの時間を
少しでも延ばす

堤防裏法尻をブロック等で補強

粘性土
砂質土

粘性土

表土

○ 堤防天端をアスファルト等で保護し、法肩部
の崩壊の進行を遅らせることにより、決壊ま
での時間を少しでも延ばす

堤防天端の保護

堤防天端をアスファルト等で保護した堤防では、
ある程度の時間、アスファルト等が残っている。

アスファルト等

問寒別水防拠点
（計画）

●

天塩町水防倉庫

危機管理型ハード対策整備予定箇所図

●

幌延町水防倉庫

●

幌延町水防拠点

雄信内水防拠点
（計画）

振老水防拠点
（計画）

広域分散型の土地利用や、長時間続く洪水を踏まえた確実な避難に関する取組事例⑤
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長時間続く洪水、広範囲にわたる浸水被害から地域を守るための水防活動・復旧に関する取組事例①

■水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する事項

関係機関と水防技術講習会を実施

水防団、住民との共同点検を実施

○水防活動の効率化を図るため、平時に水害リスクの高い箇所の共同点検

○水防体制強化のため、関係機関が連携した水防訓練の継続実施

2015.10.26 問寒別川問寒別地区 共同点検
2015.？ 関係機関との共同点検

2015.07.23 関係機関との水防技術講習会 2015.07.23 関係機関との水防技術講習会

2015.08.06 堤防点検の結果とりまとめ
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長時間続く洪水から地域を守るための水防活動に関する取組事例②

■氾濫水の排除、施設運用等に関する取り組み

○迅速な氾濫水の排水を行うため、排水ポンプ車等の災対車の出動要請に関する体制を確認

排水ポンプの設置状況

排水ポンプによる排水状況（訓練）

2015.7.232015.7.23 排水ポンプ操作訓練排水ポンプ操作訓練

長時間続く洪水、広範囲にわたる浸水被害から地域を守るための水防活動・復旧に関する取組事例②
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