
 

               

      令 和 元 年 ６ 月 ２ ８ 日 

 

 

 

石狩川水系美瑛川・忠別川 

洪水浸水想定区域の変更・公表について 

 
 

 

変更後の浸水想定区域等をご覧になるには、旭川開発建設部のホームページで公表しておりますの

で御参照ください。また、以下の場所でも閲覧可能となっております。 

 

１．洪水浸水想定区域等 

石狩川水系美瑛川（旭川市、美瑛町） 

https://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80000001h25.html  

石狩川水系忠別川（旭川市）  

https://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80000001gx7.html  

 

２．閲覧場所 

旭川開発建設部 治水課      （旭川市宮前１条３丁目３番１５号） 

 旭川河川事務所  （旭川市永山１条２１丁目３番２１号） 

 

３．対象箇所及び変更箇所は別紙のとおりです。 

 

４．前回公表済みの浸水想定区域との比較図については、ホームページを御覧ください。 

  https://www.hkd.mlit.go.jp/as/release/vktdfd000000ijrx.html 

 

※洪水浸水想定区域とは 

 水防法第１４条第１項の規定により、対象となる河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域で

す。 

平成３１年３月５日にお知らせしました石狩川水系美瑛川・忠別川における公表済みの浸水想定

区域の変更の件について、変更後の浸水想定区域を本日公表しましたのでお知らせします。 

【問合せ先】  国土交通省 北海道開発局 旭川開発建設部 

治水課 課長     加納 浩生（電話 0166-32-4234） 

課長補佐 森田 共胤（電話 0166-32-4237） 

旭川開発建設部ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/as/ 

旭川開発建設部公式 Twitter アカウント @mlit_hkd_as 

旭川開発建設部 Facebook ページ milt.hkd.asahikawa 

 

https://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80000001h25.html
https://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/vkvvn80000001gx7.html
https://www.hkd.mlit.go.jp/as/release/vktdfd000000ijrx.html
https://www.hkd.mlit.go.jp/as/
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国土交通省

北海道開発局変更位置図 ②

石狩川水系美瑛川洪水浸水想定区域図（想定最大規模降雨）（平成28年7月29日公表） 抜粋
石狩川水系忠別川洪水浸水想定区域図（想定最大規模降雨）（平成28年7月29日公表） 抜粋
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 修正前(既公表)浸水想定区域図(想定最大規模)   

 

 修正後(今回公表)浸水想定区域図(想定最大規模)  

 

  

図-1 浸水想定区域図(想定最大規模)修正前後の比較図(美瑛川) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(想定最大規模) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(想定最大規模) 

①旭川市神居町雨紛地区 



 修正前(既公表)浸水想定区域図(計画規模)   

 

 修正後(今回公表)浸水想定区域図(計画規模)  

 

  

図-2 浸水想定区域図(計画規模)修正前後の比較図(美瑛川) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(計画規模) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(計画規模) 

①旭川市神居町雨紛地区 



 修正前(既公表)浸水想定区域図(浸水継続時間)   

 

 修正後(今回公表)浸水想定区域図(浸水継続時間)  

 

  

図-3 浸水想定区域図(浸水継続時間)修正前後の比較図(美瑛川) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(浸水継続時間) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(浸水継続時間) 

①旭川市神居町雨紛地区 



 (既公表)浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流))   

 

 (今回公表)浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流))  

 

  

図-4 浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流))の比較図(美瑛川) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)) 

①旭川市神居町雨紛地区 

変更なし 



 修正前(既公表)浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食))   

 

 修正後(今回公表)浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食))  

 

  

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)) 

①旭川市神居町雨紛地区 

図-5 浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食))修正前後の比較図(美瑛川) 



 修正前(既公表)浸水想定区域図(想定最大規模)   

 

 修正後(今回公表)浸水想定区域図(想定最大規模)  

 

  

図-6 浸水想定区域図(想定最大規模)修正前後の比較図(美瑛川) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(想定最大規模) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(想定最大規模) 

②旭川市西神楽地区 



 修正前(既公表)浸水想定区域図(計画規模)   

 

 修正後(今回公表)浸水想定区域図(計画規模)  

 

  

図-7 浸水想定区域図(計画規模)修正前後の比較図(美瑛川) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(計画規模) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(計画規模) 

②旭川市西神楽地区 



 修正前(既公表)浸水想定区域図(浸水継続時間)   

 

 修正後(今回公表)浸水想定区域図(浸水継続時間)  

 

  

図-8 浸水想定区域図(浸水継続時間)修正前後の比較図(美瑛川) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(浸水継続時間) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(浸水継続時間) 

②旭川市西神楽地区 



 (既公表)浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流))   

 

 (今回公表)浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流))  

 

  

図-9 浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流))の比較図(美瑛川) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)) 

変更なし 

②旭川市西神楽地区 



 修正前(既公表)浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食))   

 

 修正後(今回公表)浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食))  

 

  

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)) 

図-10 浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食))修正前後の比較図(美瑛川) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)) 

②旭川市西神楽地区 



 修正前(既公表)浸水想定区域図(想定最大規模)   

 

 修正後(今回公表)浸水想定区域図(想定最大規模)   

 

  

図-11 浸水想定区域図(想定最大規模)修正前後の比較図(美瑛川) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(想定最大規模) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(想定最大規模) 

美瑛町 ③旭地区、④美田地区 外 

  



 修正前(既公表)浸水想定区域図(計画規模)   

 

 修正後(今回公表)浸水想定区域図(計画規模)   

 

  

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(計画規模) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(計画規模) 

図-12 浸水想定区域図(計画規模)修正前後の比較図(美瑛川) 

  

美瑛町 ③旭地区、④美田地区 外 



 修正前(既公表)浸水想定区域図(浸水継続時間)   

 

 修正後(今回公表)浸水想定区域図(浸水継続時間)  

 

  

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(浸水継続時間) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(浸水継続時間) 

図-13 浸水想定区域図(浸水継続時間)修正前後の比較図(美瑛川) 

美瑛町 ③旭地区、④美田地区 外 

  



 修正前(既公表)浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流))   

 

 修正後(今回公表) 浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流))  

 

  

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)) 

図-14 浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流))修正前後の比較図(美瑛川) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)) 

美瑛町 ③旭地区、④美田地区 外 

  



 修正前(既公表)浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食))   

 

 修正後(今回公表)浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食))  

 

  

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)) 

石狩川水系美瑛川浸水想定区域図 

(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)) 

美瑛町 ③旭地区、④美田地区 外 

図-15 浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食))修正前後の比較図(美瑛川) 

  



 修正前(既公表)浸水想定区域図(想定最大規模)   

 

 修正後(今回公表)浸水想定区域図(想定最大規模)  

 

  

図-16 浸水想定区域図(想定最大規模)修正前後の比較図(忠別川) 

石狩川水系忠別川浸水想定区域図 

(想定最大規模) 

石狩川水系忠別川浸水想定区域図 

(想定最大規模) 

⑤旭川市神楽地区 



 修正前(既公表)浸水想定区域図(計画規模)   

 

 修正後(今回公表)浸水想定区域図(計画規模)  

 

  

図-17 浸水想定区域図(計画規模)修正前後の比較図(忠別川) 

石狩川水系忠別川浸水想定区域図 

(計画規模) 

石狩川水系忠別川浸水想定区域図 

(計画規模) 

⑤旭川市神楽地区 



 修正前(既公表)浸水想定区域図(浸水継続時間)   

 

 修正後(今回公表)浸水想定区域図(浸水継続時間)  

 

  

図-18 浸水想定区域図(浸水継続時間)修正前後の比較図(忠別川) 

石狩川水系忠別川浸水想定区域図 

(浸水継続時間) 

石狩川水系忠別川浸水想定区域図 

(浸水継続時間) 

⑤旭川市神楽地区 



 (既公表)浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流))   

 

 (今回公表)浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流))  

 

  

図-19 浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流))の比較図(忠別川) 

石狩川水系忠別川浸水想定区域図 

(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)) 

石狩川水系忠別川浸水想定区域図 

(家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)) 

変更なし 

⑤旭川市神楽地区 



 (既公表)浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食))   

 

 (今回公表)浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食))  

 

 

石狩川水系忠別川浸水想定区域図 

(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)) 

石狩川水系忠別川浸水想定区域図 

(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)) 

図-20 浸水想定区域図(家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食))の比較図(忠別川) 

⑤旭川市神楽地区 

変更なし 


