
平成２６年１０月９日

お 知 ら せ

件 名 「北海道開発局 平成２６年９月１１日低気圧に伴う豪雨による災害警戒本部」

の廃止及び災害情報（最終報）について

お知らせ内容

北海道開発局では、平成２６年９月１１日低気圧の影響による災害に対処するため、

災害警戒本部を設置しておりましたが、下記のとおり廃止しましたのでお知らせします。

あわせて、災害情報（最終報）をとりまとめましたので、別紙のとおりお知らせし

ます。

記

１ 名 称 ： 北海道開発局 平成２６年９月１１日低気圧に伴う

豪雨による災害警戒本部

２ 本 部 長 ： 北海道開発局長 岡部 和憲

３ 廃 止 日 時 ： 平成２６年１０月９日（木）１３時００分

所 属 役 職 名 氏 名 電 話 番 号
問

７０９－２３１１
合 北海道開発局 防災企画官 阿部 修也 内線５９５４

事業振興部 防災課
せ

北海道開発局 ７０９－２３１１
先 事業振興部 防災課 課長補佐 五十嵐 岳彦 内線５９４４



※これは速報であり、数値等は今後変わることがあります。

※直轄被災の情報を主に掲載しています。

※　（二重下線）は前回からの変更箇所を表示しています。

１．所管施設等の状況
○河川　
（水位状況） ：１水系５河川で氾濫注意水位超過 ※(-)は現在氾濫注意水位以下

・
※現在、全ての河川で水位は水防団待機水位以下

○ダム
（洪水警戒体制） ：２ダムで洪水警戒体制を発令 ※(-)は現在までに体制解除

・ 石狩川水系：漁川ダム(-)、豊平峡ダム(-)

※現在、全てのダムで洪水警戒体制を解除
○国道

・ 一般国道４５３号　札幌市南区滝野～千歳市支笏湖温泉　L=29.7km

９月１１日３：００より事前規制による通行止め、道路管理用光ファイバーケーブルが

一部区間切断、土砂崩れ等被災多数確認。

９月１４日９：００より千歳市幌美内～千歳市支笏湖温泉 L=8.0kmの通行止めを解除。

９月２４日１３：００より札幌市南区滝野～恵庭市盤尻 L=5.9㎞の通行止めを解除

１０月９日１３：００より恵庭市盤尻～千歳市幌美内 L=15.8㎞の通行止めを解除

・ 一般国道２７６号　伊達市大滝区三階滝町～苫小牧市丸山　L=32.5km

９月１１日６：１０より事前規制による通行止め、道路冠水確認

９月１２日１３：００解除

・ 一般国道３６号　恵庭市上山口～恵庭市上山口　L=1.2km

９月１１日１０：３０より道路冠水により通行止め、１３：００解除

災　害　情　報

平成26年10月9日13時00分現在

北海道開発局

平成26年9月11日からの低気圧による災害情報について（第４報）【終報】

　○直轄施設の被災状況と、被災地域への対応状況は以下のとおりです。
　　全ての国道における通行止めが解除となりました。

石狩川水系：千歳川(-)、厚別川(-)、島松川(-)、月寒川(-)、漁川(-)

（通行止め状況）：全ての通行止めを解除（最大３路線３区間）

写真　一般国道４５３号　豪雨災害の被災状況と復旧状況（丸駒橋）



○公園
・ 滝野すずらん丘陵公園内、園路等に被災。１１～１２日臨時閉園

一部を除き９月１３日１０時より開園。
○官庁施設

・ 対象施設数：計３５施設、被害なし

２．北海道開発局現地情報連絡員（リエゾン）の派遣状況
・ 札幌開発建設部から

石狩振興局へ　２人・日（9/11）
札幌市へ　２人・日（9/11）
江別市へ　１０人・日（9/12～9/13）
千歳市へ　４人・日（9/11,12）
恵庭市へ　２人・日（9/11）
岩見沢市へ　２人・日（9/11）
北広島市へ　２人・日（9/11）
由仁町へ　２人・日（9/11）
栗山町へ　２人・日（9/11）

・ 室蘭開発建設部から
白老町へ　８人・日（9/10,11,12）
苫小牧市へ　６人・日（9/11,12）
厚真町へ　２人・日（9/11）

３．災害対策車等の派遣・出動状況
・ 多目的支援車、排水ポンプ車、散水車（給水装置付）を派遣（自治体支援）

派遣期間 9/11 札幌市へ
（多目的支援車１台により南区常盤の孤立１世帯の救助支援）

派遣期間 9/11～12 江別市へ（排水ポンプ車１台により厚別川の内水排除）
派遣期間 9/12～13 江別市へ（散水車（給水装置付き）１２台により給水支援）

・ 照明車、衛星通信車を出動（直轄出動）
・ 照明車（１台）が一般国道３６号被災箇所へ出動。（9/11）
・ 照明車（９台）が一般国道４５３号被災箇所へ出動。（9/11～13）
・ 衛星通信車（１台）が一般国道４５３号被災箇所へ出動。（9/12～14）
・ 応急組立橋（１基）を一般国道４５３号（奥漁川橋）に架設。（9/27～）

４．防災ヘリコプター「ほっかい」の派遣状況
９月１１日　札幌・江別・北広島・恵庭・千歳市内の調査飛行を実施（３フライト）

（石狩川水系豊平川流域、一般国道４５３号、滝野すずらん丘陵公園ほかの被災調査）
９月１２日　一般国道４５３号の被災状況の調査飛行（防災有識者同乗）を実施（１フライト）

・１５：０３丘珠空港離陸、１６：３５丘珠空港着陸

写真　一般国道４５３号　奥漁川橋への応急組立橋の架設



５．北海道開発局の体制について

10/9 13:00廃止

9/11　5:35移行

10/9 13:00廃止

9/13 15:50廃止

9/13 14:05廃止

9/13 13:50廃止

9/12 16:40移行

9/13 11:50廃止

9/13 15:15廃止

注意 その他（応援） 9/12 12:00

注意 風水害 9/12 14:40 9/12

旭川

帯広

　北海道開発局管内の体制状況は以下のとおりです。

その他（応援）

15:159/13

注意 その他（応援） 9/12 16:40 9/13

《本部》

部局名 設置日時 種　別

北海道開発局 9月11日 5時35分 災害警戒本部

5時35分 災害対策本部

9月11日 8時15分 災害警戒本部

函館開発建設部 9月12日 14時15分 応援対策本部

発令日時 移行日時 解除日時

帯広開発建設部 9月12日 12時00分 応援対策本部

《体制》

部局名 体制 災害

警戒 風水害 9/10 23:40 9/12 20:00

9月12日 8時25分 応援対策本部小樽開発建設部

旭川開発建設部 9月12日 10時10分 応援対策本部

注意 その他（応援） 9/10 0:50 9/10 1:35

13:00

警戒 風水害 9/10 23:40 9/11 5:35

注意 風水害 9/10 22:42 9/10 23:40

10/9

12:00

非常 風水害 9/11 5:35 9/12 20:00

13:00

注意 風水害 9/10 5:05 9/10

9/10 1:35 9/11

5:35

注意 その他（応援） 9/12 8:25 9/13 14:05

13:52 9/12 22:459/12

9/11 17:30 9/11 21:00

注意 その他（応援） 9/10 0:50 9/10 1:23

注意 風水害 9/10 1:23 9/10 1:35

警戒 風水害

15:50

注意

警戒 風水害 9/11 21:00 9/12 14:40

注意 風水害

注意 その他（応援） 9/12 14:15 9/13

9/13 13:50

17:30

注意 風水害

函館

9/12 20:00

11:50

室蘭

9月12日 16時40分 応援対策本部
室蘭開発建設部

16:40

小樽

注意 風水害 9/10 22:42 9/11

9/12 10:10

札幌開発建設部 9月11日
2時40分 災害警戒本部

本局

札幌

警戒 風水害 9/12 20:00 10/9

注意 風水害 9/10 1:35 9/10 23:40

注意 風水害
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