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石狩川上流

索引図

１．説明文

（１）この 水害リスク マップは 、流域治水の 推進を目的と して、年超過確率１／１０、１／３０、１／５０、１／１００、１／１５０の 降雨に よ

　　　り浸水した場合に 想定される多段階の 浸水想定図を重ね 合わせたもの であり、年超過確率ごと の 浸水範囲（浸水深５０ｃｍ（床上浸水相当）

　　　以上）を示した図面です。

（２）この 水害リスク マップは 、短期（令和７年度）の 石狩川、オサラッペ川、忠別川、美瑛川、辺別川、牛朱別川、永山新川の 河道及び 洪水調

　　　節施設の 整備 状況を勘案して、年超過確率１／１０（毎年、１年間に その 規模を超える洪水が発生する確率が１／１０（１０％））、年超

　　　過確率１／３０（毎年、１年間に その 規模を超える洪水が発生する確率が１／３０（３％））、年超過確率１／５０（毎年、１年間に その

　　　規模を超える洪水が発生する確率が１／５０（２％））、年超過確率１／１００（毎年、１年間に その 規模を超える洪水が発生する確率が

　　　１／１００（１％））、年超過確率１／１５０（毎年、１年間に その 規模を超える洪水が発生する確率が１／１５０（０．７％））の 降雨

　　　に 伴う洪水に より石狩川、オサラッペ川、忠別川、美瑛川、辺別川、牛朱別川、永山新川が氾濫した場合の 浸水の 状況をシ ミュレーシ ョン

　　　に より算出したもの です。

（３）この シ ミュレーシ ョンの 実施に あたっては 、一部支川の 決壊に よる氾濫、高潮及び 内水に よる氾濫等を考慮していま せん。ま た、前提と な

　　　る降雨や河道条件 、地形条件 等に よってシ ミュレーシ ョンの 結果は 異な り、あくま で一つの シ ミュレーシ ョン結果ですの で、この 水害リス

　　　ク マップに 示されている年超過確率と 浸水頻度が異な る場合や、浸水範囲に 含ま れていな い地区に おいても浸水が発生する場合ありま す。

　　　な お、この シ ミュレーシ ョンは 、河川整備 基本方針の 基本高水検討時の 降雨波形（昭和５０年８月型等）を用いているため、河川整備 計画

　　　の 策定時又は 各種事業計画立案時に 事業効果を説明するために 用いたシ ミュレーシ ョン結果と は 異な る場合がありま す。

（４）想定最大規模の 浸水範囲は 、水防法に 基づき 平成２８年７月に 指定・公表したもの を表示しているため、河道条件 が異な りま す。

２．基本事項等

（１）公表年月日　令和４年１２月９日
（２）作 成主体及び 対象と な る河川

　　　　　　　　　国土交 通省　北海道開発局　旭川開発建設部　石狩川水系石狩川上流

（３）実施区間

　　（洪水予報河川）

　　　・石狩川上流

左岸：北海道上川郡上川町字菊水３３３番の ４地先から北海道旭川市神居古潭１６６番地先の 道道神納橋ま で

右岸：北海道上川郡上川町字日東２０番の １地先から北海道旭川市神居古潭１６６番地先の 道道神納橋ま で

・忠別川

左岸：北海道上川郡東神楽町字志比内１８２番１地先から石狩川へ の 合流点ま で

右岸：北海道上川郡東川町１０６７番２地先から石狩川へ の 合流点ま で

・美瑛川

左岸：北海道上川郡美瑛町字美瑛原野７５１９番地先オヤ ウンナイ２０号から忠別川へ の 合流点ま で

右岸：北海道上川郡美瑛町字置杵牛原野７５１３番地先オヤ ウンナイ２０号から忠別川へ の 合流点ま で

・牛朱別川

左岸：北海道旭川市東旭川町桜岡１００番２地先から石狩川へ の 合流点ま で

右岸：北海道旭川市永山町１４丁目２１８番地６地先から石狩川へ の 合流点ま で

（水位周知河川）

・オサラッペ川

左岸：北海道上川郡鷹栖町字近文５７１番地の １地先から石狩川へ の 合流点ま で

右岸：北海道上川郡鷹栖町字近文５７０番地の １地先から石狩川へ の 合流点ま で

・辺別川

左岸：北海道上川郡美瑛町字下宇莫別７８４番１地先から美瑛川へ の 合流点ま で

右岸：北海道旭川市西神楽５１１番地先から美瑛川へ の 合流点ま で

・永山新川

左岸：北海道旭川市永山町１４丁目２１８番２１地先から石狩川へ の 合流点ま で

右岸：北海道旭川市永山町１５丁目１４７番１地先から石狩川へ の 合流点ま で

・牛朱別川

左岸：北海道旭川市東旭川町東桜岡４５５番1地先から北海道旭川市永山町１４丁目２１８番２１地先ま で

右岸：北海道上川郡当麻町７０４６番５地先から北海道旭川市永山町１５丁目１４７番１地先ま で

（４）算出の 前提と な る降雨

・年超過確率１／１０ ：石狩川上流域の ３日間総雨量１２０ｍｍ（伊納）

・年超過確率１／３０ ：石狩川上流域の ３日間総雨量１６０ｍｍ（伊納）

・年超過確率１／５０ ：石狩川上流域の ３日間総雨量１８０ｍｍ（伊納）

・年超過確率１／１００：石狩川上流域の ３日間総雨量２１０ｍｍ（伊納）

・年超過確率１／１５０：石狩川上流域の ３日間総雨量２３０ｍｍ（伊納）

・想定最大規模 ：石狩川上流域の ７２時間総雨量３４８ｍｍ（伊納）

（５）河道条件 短期（令和７年度）

（６）関係市町村 旭川市、比布町、当麻町、愛別町、上川町、鷹栖町、東川町、東神楽町、美瑛町

※この 水害リスク マップは 水防法に 基づく図では ありま せん。

「測量法に 基づく国土地理院長承認（複製）R 3JHf 551」

「本製品を複製する場合に は 、国土地理院の 長の 承認を得な ければ な らな い。」
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