
平成２７年１０月９日

お 知 ら せ

件 名 平成２７年台風第２３号による暴風雨災害情報（第２報）について

お知らせ内容

北海道開発局では、 成２７年台風第２３号による暴風雨災害情報（第２報１０月平

９日１４時００分現在）をとりまとめましたので、別紙のとおりお知らせします。

問 所 属 役 職 名 氏 名 電 話 番 号

合 北海道開発局 011-709-2311
事業振興部 防災課 防災企画官 阿部 修也 内線5954

せ
北海道開発局 011-709-2311

先 事業振興部 防災課 課長補佐 洼畑 正幸 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。

１．所管施設等の状況
○河川　

（水位状況） ：４水系４河川ではん濫注意水位超過中

・ 常呂川水系：常呂川 ※ピーク時「はん濫危険水位」を超過（現在、水位低下中）

・ 網走川水系：網走川

・ 湧別川水系：湧別川

・ 渚滑川水系：渚滑川

（水位状況） ：ピーク時、水防団待機水位超過していたが、現在下回っている河川

・ 網走川水系：美幌川 ※ピーク時「避難判断水位」を超過

日の出地区及び美芳地区の内水域は解消

・ 天塩川水系：問寒別川

・ 釧路川水系：新釧路川

○ダム
（洪水警戒体制） ：２ダムで洪水警戒体制を発令

・ 石狩川水系：定山渓ダム

・ 天塩川水系：岩尾内ダム

○砂防　
（警戒基準雨量）：１河川３観測所で警戒基準雨量を超過
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○国道
通行止め状況：１路線１区間で通行止めを実施中（最大１２路線１８区間）

（Ｒ３３６）

○港湾

・根室港　臨海道路、海岸町物揚場、根室漁協付近及び弥生町物揚場で越流により冠水 ※現在は解消

・十勝港　貯木場から木材（約60本）流出。南防波堤港内隅角部に木材滞留中（港湾管理者が24時間監視中）
→10/9 8:00から木材を回収作業中

○漁港

・網走港　波浪による港内擾乱の影響で、係留中の監督測量船の係留策（ロープ）４本切断。

・落石漁港　道路の法面からの土砂流出・法止め土のう破損

・歯舞漁港（温根元地区）　-３．０m岸壁・漁港用地の一部冠水。　※現在は解消

２．北海道開発局緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）等の派遣状況
○緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）

・釧路開発建設部職員 １人・日 （10/8） 根室市　排水作業支援 ※撤収済

・網走開発建設部職員 ２人・日 （10/9） 大空町女満別字住吉　　　サラカオーマキキン川

(北見工大の専門家３名同行） 及び女満別湖南女満別川の堤防決壊箇所・被災状況調査

※撤収済

○現地情報連絡員（リエゾン）

・釧路開発建設部職員 ４人・日 （10/8-10/9） 根室市　高潮に関する情報収集等 ※撤収済

・網走開発建設部職員 ４人・日 （10/8-10/9） 美幌町　美幌川内水はん濫に関する情報収集等 ※撤収済

・網走開発建設部職員 ４人・日 （10/8-　　　） オホーツク総合振興局　

女満別川堤防決壊に関する情報収集等

・網走開発建設部職員 ２人・日 （10/9） 北見市　河川増水に伴う避難情報収集等 ※撤収済



３．災害対策車等の派遣・出動状況
　【現地での活動状況】

現在、３河川（佐呂間別川水系芭露川・網走川水系女満別川・網走川水系サラカオーマキキン川）で排水活動中。

排水ポンプ車計３台稼働中。

（作業終了した箇所）

・ 根室市沿岸部（弥生町１丁目）　雨水の排水不良による冠水箇所 排水ポンプ車１台・照明車１台

・ 美幌町美幌川美幌橋付近 内水排除 排水ポンプ車３台・照明車２台

・ 佐呂間町佐呂間別川 内水排除 排水ポンプ車１台・照明車１台

・ 湧別町芭露川 内水排除 排水ポンプ車１台

・ 湧別町湧別川 内水排除 排水ポンプ車２台

・ 津別町R240釧北峠 落石処理支援 照明車１台

　【災対車の応援配備状況】
・釧路開発建設部へ照明車（帯広車）を応援配備。（撤収中）
・網走開発建設部へ排水ポンプ車２台（帯広車）を応援配備。（継続中）
・網走開発建設部へ排水ポンプ車２台（旭川車）を応援配備。（継続中）

排水ポンプ車による内水排除状況



４．北海道開発局の体制について（10/9 14:00現在）

　北海道開発局管内の本部設置状況および体制状況は以下のとおり。

10/8 20:50

警戒 風水害(漁港) 10/5 15:00

警戒 風水害(港湾)

10/9 10:00

注意 10/9 12:30

10/9

10/8 12:58

10/8

13:00

20:50

部局名

警戒 風水害(道路)

稚内開発建設部

注意 風水害(砂防)

《体制》

解除日時移行日時

警戒 風水害(河川) 10/8

注意 風水害(道路) 10/8 10:00

札幌

本局 10/8 14:30

小樽

警戒 風水害(砂防) 10/8 20:20

注意 風水害(農業) 10/8 16:00

10/8 15:30

風水害(道路) 10/9 10:00

注意

風水害(道路) 10/8 14:00

10:30

函館

注意

注意 その他（災害応援） 10/2

旭川

　北海道開発局管内の体制状況は以下のとおり。

設置日時

旭川開発建設部

帯広開発建設部 10月8日 応援対策本部

10月2日

10月2日

8時30分

10時30分

《本部設置》

部局名

釧路開発建設部 10月8日 12時30分 災害警戒本部

9時35分

体制 災害 発令日時

風水害(漁港) 10/2 17:00警戒

13:10

10/4

注意 風水害(河川) 10/8

注意

注意 風水害(ダム)

注意 風水害（ダム） 10/8 17:00

注意

10月8日 23時20分 災害対策本部

10月8日　23時20分に対策本部へ移行

北海道開発局

10月8日　15時30分に警戒本部へ移行応援対策本部網走開発建設部 10月8日 14時10分

網走開発建設部 10月8日 15時30分

網走開発建設部

種別

災害警戒本部

応援対策本部

災害警戒本部

廃止日時

災害警戒本部

10/8 4:17

10月2日 8時15分

13:20

風水害(道路) 10/8 23:00

14:30

風水害（道路） 10/8 19:00

10/8風水害(海岸)

10/9 9:30

10/9 11:40

10/9 7:00

21:32

14:40 23:5010/8

23:50

13:00

網走

非常 風水害(河川) 10/8 23:20

10/8

釧路

警戒 風水害(河川) 10/8 20:50

稚内

注意 風水害(農業) 10/8 16:00

留萌

19:00

14:00

注意 風水害(港湾) 10/8

10/8

6:45

10/8

警戒 風水害(道路) 10/8

注意 風水害(漁港)

注意

10/8

8:30

14:30

9:00

その他(港湾) 10/5

風水害(港湾) 10/8 9:00

風水害(道路) 10/8

注意 風水害(道路) 10/8 12:30 10/8

10/8

15:00

風水害(漁港) 10/8 10:00

風水害(砂防) 10/8 11:49

13:20

14:40

10:00

14:30

10:00

10:00

警戒 風水害(漁港) 10/5

注意

警戒 風水害(港湾) 10/4

注意

注意 10/8

注意 風水害(農業) 10/8

風水害(砂防)

10/8

注意 風水害(道路)

注意 風水害(砂防) 10/8

帯広

警戒 風水害(道路) 10/8

注意

注意 風水害(砂防) 10/8

警戒 13:30

注意

風水害(港湾) 10/4

室蘭

注意 風水害(漁港)

注意

注意

19:00

14:30

10/9 12:30

10/9 10:35

12:00

10/7 16:00

風水害(漁港)

風水害(道路)

注意 風水害(河川) 10/8 12:30

警戒 風水害(河川) 10/8 13:10

13:10

注意 風水害(河川) 10/8 21:00

10/8

23:20

10/9 10:00

注意 風水害(道路) 10/9

10/8 10/9 8:30

注意 風水害(道路) 10/9 8:30

12:58

12:30警戒 風水害(道路)

6:00

12:30

10/8 12:30

非常

警戒

注意

10/9

10/9 11:50

10/9 11:00

10/9

10/9

10/9 7:00

10/9 8:45

10/8


