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１．⽯狩川下流域外減災対策協議会への
北海道・札幌市管理河川の参画について



⽯狩川下流域外減災対策協議会への
北海道・札幌市管理河川の参画について

2

平成28年度の相次ぐ台⾵災害による甚⼤な被害状況等を踏まえ、社会全体で洪⽔に備える
「⽔防災意識社会」の再構築を更に推進するため、「⽔防災意識社会再構築ビジョン」の
取組を都道府県管理河川に拡⼤する。（平成28年10⽉7⽇ 国交省⽔管理・国⼟保全局⻑）

※出典：国交省通知⽂「「⽔防災意識社会再構築ビジョン」に基づく
都道府県等管理河川での取組について」参考資料

・「⽯狩川下流減災対策委員会」は、
直轄河川を対象としており、北海道は
主にソフト対策の実施機関として市町
村とともに参画

・「⽯狩川下流域外減災対策協議会」に、
直轄河川に加え、北海道管理河川（⼆
級河川含む）、札幌市管理河川も対象
として参画

・北海道及び札幌市管理河川において、
概ね５年で実施する「減災に係る取組
⽅針」を今年度内に策定・公表
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２．北海道・札幌市管理河川の概要



各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川

項 ⽬ 概 要
市町村⾯積 2,454km2

⼈⼝ 約215万⼈

河川数
1級 60河川

（札幌建管51、札幌市9）
2級 27河川（9⽔系）

4

※紫字は他の担当部会と重複する市町村

市町村 管轄

札幌市 札幌建設管理部事業課
・札幌市

江別市 札幌建設管理部
事業課・当別出張所⽯狩市

当別町 札幌建設管理部 当別出張所

千歳川外部会

幾春別川外部会

⼣張川上流部会

⾬⻯川外部会

空知川部会

豊平川外部会

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

1級河川 札幌市管理

1級河川 国管理区間
1級河川 北海道管理

2級河川 北海道管理

豊平川外部会
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千歳川外部会

幾春別川外部会

⼣張川上流部会

豊平川外部会

1級河川 札幌市管理

1級河川 国管理区間
1級河川 北海道管理

2級河川 北海道管理
※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川
豊平川外部会
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⾬⻯川外部会

豊平川外部会

千歳川外部会

幾春別川外部会

1級河川 札幌市管理

1級河川 国管理区間
1級河川 北海道管理

2級河川 北海道管理

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川
豊平川外部会



項 ⽬ 概 要
市町村⾯積 2,578km2

⼈⼝ 約47万⼈

河川数
1級 35河川

2級 1河川（1⽔系）

7

※紫字は他の担当部会と重複する市町村

市町村 管轄
江別市 札幌建設管理部 事業課

北広島市
札幌建設管理部

千歳出張所恵庭市
千歳市
南幌町 札幌建設管理部

⻑沼出張所⻑沼町
新篠津村 札幌建設管理部

当別出張所当別町
岩⾒沢市 札幌建設管理部

岩⾒沢出張所⽉形町

豊平川外部会

幾春別川外部会

⼣張川上流部会

⾬⻯川外部会

千歳川外部会2級河川 北海道管理

1級河川 国管理区間
1級河川 北海道管理

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川
千歳川外部会
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2級河川 北海道管理

1級河川 国管理区間
1級河川 北海道管理

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

豊平川外部会

幾春別川外部会

⼣張川上流部会

千歳川外部会

各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川
千歳川外部会



項 ⽬ 概 要
市町村⾯積 1,101km2

⼈⼝ 約3万⼈
河川数 1級 22河川

9

市町村 管轄
栗⼭町

札幌建設管理部
⻑沼出張所由仁町

⼣張市

1級河川 国管理区間
1級河川 北海道管理

千歳川外部会

幾春別川外部会

豊平川
外部会

⼣張川上流部会

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川
⼣張川上流部会



項 ⽬ 概 要
市町村⾯積 1,290km2

⼈⼝ 約12万⼈
河川数 1級 65河川
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※紫字は他の担当部会と重複する市町村

市町村 管轄

新篠津村 札幌建設管理部
当別出張所

岩⾒沢市

札幌建設管理部
岩⾒沢出張所

美唄市
三笠市
⽉形町

豊平川外部会

空知川部会

⼣張川上流部会

⾬⻯川外部会

幾春別川外部会

千歳川外部会

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

国管理区間
北海道管理河川

各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川
幾春別川外部会
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北海道（旭川建管）管理

国管理区間
北海道（札幌建管）管理

※緑字は他の担当部会と重複する市町村

市町村 管轄
深川市

札幌建設管理部
深川出張所

妹背⽜町
秩⽗別町
北⻯町
沼⽥町
滝川市

札幌建設管理部
滝川出張所

砂川市
奈井江町
浦⾅町

新⼗津川町
⾬⻯町

上砂川町
歌志内市
幌加内町 旭川建設管理部 事業課

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

項 ⽬
概 要

札幌建管 旭川建管
市町村⾯積 2,234km2 767km2

⼈⼝ 約12万⼈ 約0.2万⼈
河川数 1級 88河川 1級 17河川

千歳川外部会
幾春別川外部会

豊平川外部会

⾬⻯川外部会

空知川部会

札幌建管

旭川建管

各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川
⾬⻯川外部会
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千歳川外部会

幾春別川外部会

豊平川外部会

⾬⻯川外部会

空知川部会

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、
国⼟数値情報を⽤いて作成

北海道（旭川建管）管理

国管理区間
北海道（札幌建管）管理

各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川
⾬⻯川外部会
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⾬⻯川外部会

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、
国⼟数値情報を⽤いて作成

北海道（旭川建管）管理

国管理区間
北海道（札幌建管）管理

各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川
⾬⻯川外部会



項 ⽬
概 要

札幌建管 旭川建管
市町村⾯積 1,190km2 1,612km2

⼈⼝ 約8万⼈ 約4万⼈
河川数 1級 16河川 1級 42河川
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市町村 管轄
滝川市

札幌建設管理部
滝川出張所

砂川市
芦別市
⾚平市

富良野市

旭川建設管理部
富良野出張所

上富良野町
中富良野町
南富良野町
※緑字は他の担当部会と重複する市町村

北海道（旭川建管）管理

国管理区間
北海道（札幌建管）管理

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成※奈江川は札幌建管、旭川建管で重複

千歳川外部会

幾春別川外部会

空知川部会

⾬⻯川外部会

札幌建管

旭川建管

各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川
空知川部会



本川 2次⽀川 3次⽀川 4次⽀川 5次⽀川 6次⽀川
⽯狩川

茨⼾川
伏籠川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

発寒川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
札幌市 札幌市 豊平川外部会

創成川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

旧伏篭川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
篠路拓北川 札幌市 札幌市 豊平川外部会
旧琴似川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
篠路新川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
札幌市

雁来川 札幌市 札幌市 豊平川外部会
苗穂川 札幌市 札幌市 豊平川外部会
丘珠藤⽊川 札幌市 札幌市 豊平川外部会

札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
豊平川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

厚別川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
世⽥豊平川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

野津幌川 札幌市・江別市・ 北広島市 札幌建管  事業課
豊平川外部会
千歳川外部会

札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
旧豊平川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

札幌市 札幌市 豊平川外部会
⼭本川 札幌市 札幌市 豊平川外部会
三⾥川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

⼆⾥川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
清⽥川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

⽉寒川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
望⽉寒川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
⽶⾥川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
ラウネナイ川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
精進川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
⼭⿐川 札幌市 札幌市 豊平川外部会

札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
真駒内川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
⽳の川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
⽳の川放⽔路 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
藤野沢川 札幌市 札幌市 豊平川外部会
⽩井川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

⼩樽内川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

部会

精進川放⽔路

⼩野津幌川

北⽩⽯川

うらうちない川

雁来新川

旧琴似川放⽔路

⿇別川

河川名
市町村 管轄

安春川

茨⼾耕北川

モエレ中野川
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国交省管理河川 ⼀部を国交省、⼀部を北海道が管理する河川 北海道管理河川 札幌市管理河川⼀部を国交省、⼀部を札幌市が管理する河川

各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川



本川 2次⽀川 3次⽀川 4次⽀川 5次⽀川 6次⽀川
薄別川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

⼩川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
知津狩川 ⽯狩市 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会
基線川 当別町 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会
当別川 当別町 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会

材⽊川 当別町 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会
当別町 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会

第⼀茂平沢川 当別町 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会
第三茂平沢川 当別町 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会

第⼆茂平沢川 当別町 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会
⼩松の沢川 当別町 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会
和泉の沢川 当別町 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会
トップ沢川 当別町 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会

⽀トップ沢川 当別町 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会
沼ノ沢川 当別町 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会

⽀沼ノ沢川 当別町 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会
⻑⾕川の沢川 当別町 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会
⾦の沢川 当別町 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会

篠津川 江別市・新篠津村・当別町・⽉形町 札幌建管  当別出張所
豊平川外部会
幾春別川外部会

⼋幡⼆⼗五線川 江別市 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会
沼川 新篠津村 札幌建管  当別出張所 幾春別川外部会

下篠津川 新篠津村 札幌建管  当別出張所 幾春別川外部会
千歳川 千歳市 札幌建管  千歳出張所 千歳川外部会

早苗別川 江別市 札幌建管  事業課 千歳川外部会

江別市 札幌建管  事業課 千歳川外部会

筋違川 江別市 札幌建管  事業課 千歳川外部会

東２号川 江別市 札幌建管  事業課 千歳川外部会

旧⼣張川 南幌町・⻑沼町 札幌建管  ⻑沼出張所 千歳川外部会

⻑追川 ⻑沼町 札幌建管  ⻑沼出張所 千歳川外部会

⾺追運河 ⻑沼町 札幌建管  ⻑沼出張所 千歳川外部会

⼭根川 ⻑沼町 札幌建管  ⻑沼出張所 千歳川外部会

富志⼾川 ⻑沼町 札幌建管  ⻑沼出張所 千歳川外部会

⻑沼炭⼭川 ⻑沼町 札幌建管  ⻑沼出張所 千歳川外部会

南六号川 ⻑沼町 札幌建管  ⻑沼出張所 千歳川外部会

新⻑追川 ⻑沼町 札幌建管  ⻑沼出張所 千歳川外部会

南九号川 ⻑沼町 札幌建管  ⻑沼出張所 千歳川外部会

⻑沼町 札幌建管  ⻑沼出張所 千歳川外部会

裏の沢川 北広島市 札幌建管  千歳出張所 千歳川外部会

輪厚川 北広島市 札幌建管  千歳出張所 千歳川外部会

島松川 北広島市・恵庭市 札幌建管  千歳出張所 千歳川外部会

⾳江別川 北広島市 札幌建管  千歳出張所 千歳川外部会

柏⽊川 恵庭市 札幌建管  千歳出張所 千歳川外部会

恵庭市 札幌建管  千歳出張所 千歳川外部会ルルマップ川

早苗別川放⽔路

ウレロッチ川

部会

パンケチュウベシナイ川

河川名
市町村 管轄

各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川
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国交省管理河川 ⼀部を国交省、⼀部を北海道が管理する河川 北海道管理河川 札幌市管理河川⼀部を国交省、⼀部を札幌市が管理する河川



本川 2次⽀川 3次⽀川 4次⽀川 5次⽀川 6次⽀川

仁井別川 北広島市 札幌建管  千歳出張所 千歳川外部会

漁川 恵庭市 札幌建管  千歳出張所 千歳川外部会

茂漁川 恵庭市 札幌建管  千歳出張所 千歳川外部会

漁太川 恵庭市 札幌建管  千歳出張所 千歳川外部会

嶮淵川 千歳市 札幌建管  千歳出張所 千歳川外部会

⻑都川 千歳市 札幌建管  千歳出張所 千歳川外部会

恵庭市・千歳市 札幌建管  千歳出張所 千歳川外部会

祝梅川 千歳市 札幌建管  千歳出張所 千歳川外部会

ママチ川 千歳市 札幌建管  千歳出張所 千歳川外部会

新ママチ川 千歳市 札幌建管  千歳出張所 千歳川外部会

内別川 千歳市 札幌建管  千歳出張所 千歳川外部会

⼣張川 ⼣張市・栗⼭町・由仁町 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

豊幌川 江別市 札幌建管  事業課 千歳川外部会
幌向川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

清真布川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
加茂川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

佐々⽊の沢川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
最上川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

由良川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
鈴⽊の沢川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

利根別川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
旧幾春別川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
南利根別川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
東利根別川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

東川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
ポントネ川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
⾼⽊川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

志⽂川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
茂世丑川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

千代⾕川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
坂東川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

上幌川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
⼆の沢川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

上幌⼀の沢川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

マップ川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
⽑陽川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

シコロ沢川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
界川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
⾬煙別川 栗⼭町 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

ポンウエンベツ川 栗⼭町 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

王⼦川 栗⼭町 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

美流渡⼀の沢川

ポンポロムイ川

ユカンボシ川

部会
河川名

市町村 管轄

各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川

17
国交省管理河川 ⼀部を国交省、⼀部を北海道が管理する河川 北海道管理河川 札幌市管理河川⼀部を国交省、⼀部を札幌市が管理する河川



本川 2次⽀川 3次⽀川 4次⽀川 5次⽀川 6次⽀川

富⼠川 栗⼭町 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

ヤリキレナイ川 由仁町 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

由仁川 由仁町 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

古⼭川 由仁町 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

⾺来内川 由仁町 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

阿野呂川 ⼣張市・栗⼭町 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

ポンアノロ川 栗⼭町 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

富野川 ⼣張市 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

エキモアンルル川 ⼣張市 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

クオーベツ川 由仁町 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

ホルカクルキ川 ⼣張市 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

滝沢川 ⼣張市 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

ペンケマヤ川 ⼣張市 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

志幌加別川 ⼣張市 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

清⽔沢川 ⼣張市 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

ポンポロカベツ川 ⼣張市 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

遠幌加別川 ⼣張市 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

⼣張市 札幌建管  ⻑沼出張所 ⼣張川上流部会

旧幌向川 岩⾒沢市 ・江別市 札幌建管  岩⾒沢出張所
幾春別川外部会
千歳川外部会

岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
幾春別川

市来知川 岩⾒沢市・三笠市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
志⽂三の沢川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

野の沢川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
三笠幌内川 三笠市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
抜⽻の沢川 三笠市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

三笠市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
奔別川 三笠市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

旧美唄川 美唄市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
⼤願川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
第⼀幹川 岩⾒沢市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

⼆号川 岩⾒沢市・美唄市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
第⼆幹川

美唄市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
ゴクドウ川 美唄市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

須部都川 ⽉形町 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
⾚川 ⽉形町 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

⽀⾚川 ⽉形町 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
農場川 ⽉形町 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
北農沢川 ⽉形町 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
モロワ川 ⽉形町 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
中⼩屋川 ⽉形町 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

⽉形町 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

ビバイイクシュンベツ川

札⽐内川放⽔路

ダルミ川

弥⽣盤の沢川

パンケホロカユーパロ川

部会
河川名

市町村 管轄

各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川
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本川 2次⽀川 3次⽀川 4次⽀川 5次⽀川 6次⽀川
美唄川 美唄市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

落合川 美唄市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
美唄市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

我路沢川 美唄市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
東美唄川 美唄市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
北⼀の沢川 美唄市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

産化美唄川 美唄市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
奔美唄川 美唄市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

新川 美唄市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
⼗⼀号川 美唄市 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会

札⽐内川 ⽉形町 札幌建管  岩⾒沢出張所 幾春別川外部会
⽀札⽐内川 浦⾅町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会

晩⽣内川 浦⾅町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
札的内川 浦⾅町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会

晩東川 浦⾅町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
⽀札的内川 浦⾅町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会

奈井江川 奈井江町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会

茶志内川 奈井江町 ・美唄市 札幌建管  滝川出張所
⾬⻯川外部会
幾春別川外部会

⼗四号川 奈井江町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
浦⾅内川 浦⾅町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
⻩⾅内川 浦⾅町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会

滝⽥川 浦⾅町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
庄野川 浦⾅町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会

⽀⻩⾅内川 浦⾅町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
豊沼奈江川 砂川市・奈井江町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
於札内川 浦⾅町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
旧奈江豊平川 砂川市 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
奈江豊平川 砂川市 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会

南５号川 砂川市 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
樺⼾川 新⼗津川町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
⾼⽥五号線川 新⼗津川町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会

砂川市・上砂川町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
⻄⼭沢川 上砂川町・歌志内市 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会

ペンケスナ川 砂川市 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
ペンケ歌志内川 砂川市・歌志内市 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会

砂川市 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
歌志内市 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
砂川市・上砂川町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会

空知川 南富良野町 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
⽯⼭川 砂川市 札幌建管  滝川出張所 空知川部会
幌倉川 ⾚平市 札幌建管  滝川出張所 空知川部会

⾚平市 札幌建管  滝川出張所 空知川部会
吉の川 ⾚平市 札幌建管  滝川出張所 空知川部会
⾚間沢川 ⾚平市 札幌建管  滝川出張所 空知川部会

⾚平市 札幌建管  滝川出張所 空知川部会

ハクシップオモナイ川

ペンケキプシュナイ川

パンケ歌志内川

北光⼀の沢川
歌志内中の沢川
パンケ歌志内川分⽔路

美唄滝の沢川

部会
河川名

市町村 管轄

各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川
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各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川
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本川 2次⽀川 3次⽀川 4次⽀川 5次⽀川 6次⽀川
パンケ幌内川 芦別市 札幌建管  滝川出張所 空知川部会
⾼根川 芦別市 札幌建管  滝川出張所 空知川部会
ペンケ川 芦別市 札幌建管  滝川出張所 空知川部会

中の沢川 芦別市 札幌建管  滝川出張所 空知川部会
盤の沢川 芦別市 札幌建管  滝川出張所 空知川部会

芦別川 芦別市 札幌建管  滝川出張所 空知川部会
六線沢川 芦別市 札幌建管  滝川出張所 空知川部会

野花南川 芦別市 札幌建管  滝川出張所 空知川部会
⽮野沢川 芦別市 札幌建管  滝川出張所 空知川部会

奈江川 芦別市、中富良野町
札幌建管  滝川出張所 
旭川建管 富良野出張所

空知川部会

富良野市、中富良野町、上富良野町 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
富良野市、中富良野町 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
富良野市、中富良野町、上富良野町 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
富良野市、中富良野町、上富良野町 旭川建管 富良野出張所 空知川部会

デボツナイ川 中富良野町、上富良野町 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
ホロベツナイ川 中富良野町、上富良野町 旭川建管 富良野出張所 空知川部会

北⼀号川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
東⼋線川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会

上富良野町 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
上富良野町 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
上富良野町 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
上富良野町 旭川建管 富良野出張所 空知川部会

ヨシトミ川 上富良野町 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
上富良野町 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
上富良野町 旭川建管 富良野出張所 空知川部会

⼆線川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会

布部川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会

⼋線川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
滝の沢川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
⼗線川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
⼗⼆線川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
⼗四線川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
⼗五線川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
勇振川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会

⼗⼋線川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
紅葉川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
⼭部川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会

⼆⼗五線川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
⻄達布川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会

⽼節布川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
昭栄沢川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
熊の沢川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会

布礼別川

ポン布部川

コルコニウシベツ川
江幌完別川

エバナマエホロカンベツ川
トラシエホロカンベツ川

ピリカ富良野川
湧⽔の沢川

ヌッカクシ富良野川

シブケウシ川
べべルイ川

富良野川

部会
河川名

市町村 管轄



本川 2次⽀川 3次⽀川 4次⽀川 5次⽀川 6次⽀川
川松沢川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
奥の沢川 富良野市 旭川建管 富良野出張所 空知川部会

南富良野町 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
幾寅川 南富良野町 旭川建管 富良野出張所 空知川部会

南富良野町 旭川建管 富良野出張所 空知川部会
ペイユルシエペ川 南富良野町 旭川建管 富良野出張所 空知川部会

徳富川 新⼗津川町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
総富地川 新⼗津川町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会

杉原⾕川 新⼗津川町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
炭⼭川 新⼗津川町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会

原の沢川 新⼗津川町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
新⼗津川町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会

真⽊沢川 新⼗津川町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
新⼗津川町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会

幌加徳富川 新⼗津川町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
⾚⽻沢川 新⼗津川町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会

銀川 滝川市 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
志⼨川 新⼗津川町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
ラウネ川 滝川市 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
熊⽳川 滝川市 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会

新⼗津川町・⾬⻯町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
福井⾕川 新⼗津川町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会

新⼗津川町 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
江部⼄川 滝川市 札幌建管  滝川出張所 ⾬⻯川外部会
⾬⻯川 幌加内町 旭川建管 事業課 ⾬⻯川外部会

⼤鳳川 深川市 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
弁天川 妹背⽜町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
⼩藤川 妹背⽜町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
境川 秩⽗別町・妹背⽜町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会

秩⽗別桜川 秩⽗別町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
堺川 深川市 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会

深川市 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
恵岱別川 北⻯町・⾬⻯町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会

⼩⾖川 北⻯町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
御料川 北⻯町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
シュリ川 北⻯町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
⽯油沢川 北⻯町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会

美葉⽜川 北⻯町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
⼀の沢川 北⻯町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
三の沢川 北⻯町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
四の沢川 北⻯町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
五の沢川 北⻯町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会

秩⽗別川 秩⽗別町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会

河川名
市町村 管轄 部会

幌加尾⽩利加川

堺川放⽔路

ワッカウエンベツ川

ルークシュベツ川

尾⽩利加川

ユクトラシュベツ川

シーソラプチ川

各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川

21
国交省管理河川 ⼀部を国交省、⼀部を北海道が管理する河川 北海道管理河川 札幌市管理河川⼀部を国交省、⼀部を札幌市が管理する河川



各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川

22
国交省管理河川 ⼀部を国交省、⼀部を北海道が管理する河川 北海道管理河川 札幌市管理河川⼀部を国交省、⼀部を札幌市が管理する河川

本川 2次⽀川 3次⽀川 4次⽀川 5次⽀川 6次⽀川
沼⽥奔川 沼⽥町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会

⽯⽥川 沼⽥町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
沼⽥町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会

⼤枝沢川 沼⽥町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
⽩⽊沢川 沼⽥町 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会

多度志川 深川市 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
屈狩志内川 深川市 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
幌内川 深川市 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
⻑留内川 幌加内町 旭川建管 事業課 ⾬⻯川外部会
幌加内川 幌加内町 旭川建管 事業課 ⾬⻯川外部会

沼⽜川 幌加内町 旭川建管 事業課 ⾬⻯川外部会
⾬煙内川 幌加内町 旭川建管 事業課 ⾬⻯川外部会
⼆線川 幌加内町 旭川建管 事業課 ⾬⻯川外部会
浅瀬川 幌加内町 旭川建管 事業課 ⾬⻯川外部会
五線川 幌加内町 旭川建管 事業課 ⾬⻯川外部会
⼗三線川 幌加内町 旭川建管 事業課 ⾬⻯川外部会
朱鞠内川 幌加内町 旭川建管 事業課 ⾬⻯川外部会
ウツナイ川 幌加内町 旭川建管 事業課 ⾬⻯川外部会
陰の沢川 幌加内町 旭川建管 事業課 ⾬⻯川外部会
幌加内⼀の沢川 幌加内町 旭川建管 事業課 ⾬⻯川外部会
幌加内⼆の沢川 幌加内町 旭川建管 事業課 ⾬⻯川外部会
幌加内三の沢川 幌加内町 旭川建管 事業課 ⾬⻯川外部会
⾚⽯川 幌加内町 旭川建管 事業課 ⾬⻯川外部会
ブトカマベツ川 幌加内町 旭川建管 事業課 ⾬⻯川外部会

須⿇⾺内川 深川市・滝川市 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
稲⽥川 深川市 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会

⾳江川 深川市 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
待合川 深川市 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
新橋川 深川市 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会

新⾳江川 深川市 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
イチヤン川 深川市 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
⼊志別川 深川市 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会
納内幌内川 深川市 札幌建管  深川出張所 ⾬⻯川外部会

ポンポンニタシベツ川

部会
河川名

市町村 管轄

以上、1級河川



各部会で対象とする北海道・札幌市管理河川

23

北海道管理河川
以上、2級河川

本川 2次⽀川 3次⽀川 4次⽀川 5次⽀川
新川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

濁川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

東濁川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

⼿稲⼟功川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

稲積川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
中の川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

旧軽川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
第⼀わらび川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

第⼆わらび川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

軽川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

三樽別川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

旧中の川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
⻄野川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

琴似発寒川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

左股川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

琴似川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会

界川 札幌市 札幌建管  事業課 豊平川外部会
旧知津狩川 ⽯狩市 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会

正利冠川 ⽯狩市 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会

望来川 ⽯狩市 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会

厚⽥川 ⽯狩市 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会
濃昼川 ⽯狩市 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会

浜益川 ⽯狩市 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会

新⽥川 ⽯狩市 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会
吉岡沢川 ⽯狩市 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会

群別川 ⽯狩市 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会
幌川 ⽯狩市 札幌建管  当別出張所 豊平川外部会

安平川 ― 室蘭建管  苫⼩牧出張所 千歳川外部会

勇払川 ― 室蘭建管  苫⼩牧出張所 千歳川外部会

美々川 千歳市 札幌建管  千歳出張所 千歳川外部会

部会市町村 管轄河川名



近年の洪⽔被災状況
・北海道管理河川における近年の主な洪⽔被害の状況

24

⽉寒川＜H26.9＞

出⽔状況

厚⽥川＜H22.8＞

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

豊平川外部会



近年の洪⽔被災状況
・北海道管理河川における主な洪⽔被害の状況

25

南9号川＜H13.9＞

南9号川＜H12.5＞

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

千歳川外部会



近年の洪⽔被災状況
・北海道管理河川における近年の主な洪⽔被害の状況

26

阿野呂川＜H23.4＞

阿野呂川＜H25.5＞

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

⼣張川上流部会



近年の洪⽔被災状況
・北海道管理河川における近年の主な洪⽔被害の状況

27

利根別川＜H24.9＞

利根別川＜H24.9＞

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

幾春別川外部会



近年の洪⽔被災状況
・北海道管理河川における近年の主な洪⽔被害の状況

28
※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

熊⽳川＜H28.8＞

ペンケ歌志内川＜H28.8＞

パンケ歌志内川＜H28.8＞

⼊志別川＜H23.9＞

⾬⻯川外部会



近年の洪⽔被災状況
・北海道管理河川における近年の主な洪⽔被害の状況

29

豊沼奈江川＜H28.8＞

⾼⽥五号線川＜H28.8
＞

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

ラウネ川＜H28.8＞

⾬⻯川外部会



近年の洪⽔被災状況
・北海道管理河川における近年の主な洪⽔被害の状況

30
※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

⾬⻯川＜H26.8＞

出⽔後

出⽔後

⾬⻯川外部会



31

ペンケキプシュナイ川＜H28.8＞ パンケ幌内川＜H28.8＞

ペンケ川＜H28.8＞中の沢川＜H28.8＞

幌倉川＜H28.8＞

近年の洪⽔被災状況
・北海道管理河川における近年の主な洪⽔被害の状況（札幌建管）

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

空知川部会



北⼀号川＜ H28.8＞

近年の洪⽔被災状況
・北海道管理河川における近年の主な洪⽔被害の状況（旭川建管）

ヌッカクシ富良野川＜ H28.8＞

32※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

空知川部会



３．北海道・札幌市管理河川における主な課題

33



平成28年8⽉台⾵による北海道内河川の被害状況

※出典：国⼟交通省 第3回 ⼤規模氾濫に対する減災のための治⽔対策検討⼩委員会資料より転載 34



平成28年8⽉台⾵による北海道内河川の被害状況

35
※出典：国⼟交通省 第3回 ⼤規模氾濫に対する減災のための治⽔対策検討⼩委員会資料より転載



北海道・札幌市管理河川（中⼩河川）の特徴

36
※出典：国⼟交通省 第3回 ⼤規模氾濫に対する減災のための治⽔対策検討⼩委員会資料より転載



北海道・札幌市管理河川（中⼩河川）の特徴

37
※出典：国⼟交通省 第3回 ⼤規模氾濫に対する減災のための治⽔対策検討⼩委員会資料より転載



４．現在の取り組み状況

38



真駒内川

39

主な河川改修事業の取り組み

河川名 市町村名 施⼯年度 事業概要
真駒内川 札幌市 S63〜 堤防の新設、河道の掘削、護岸の敷設 等
望⽉寒川 札幌市 H16〜 河道の掘削、護岸の敷設、放⽔路の新設 等
新川 札幌市 S28〜 堤防の新設、河道の掘削、護岸の敷設
厚⽥川 ⽯狩市 H24〜 堤防の新設、河道の掘削、護岸の敷設 等
望来川 ⽯狩市 H13〜 堤防の新設、河道の掘削、護岸の敷設 等

望⽉寒川

施⼯済み区間

望来川

施⼯済み区間

・流下能⼒が不⾜している河道に対し、流下断⾯を確保するための堤防整備
や河道掘削を実施している。
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40

主な河川改修事業の取り組み

河川名 市町村名 施⼯年度 事業概要
島松川 恵庭市、北広島市 H3〜 堤防の新設、河道の掘削、護岸の敷設 等
南9号川 ⻑沼町 H15〜 河道の掘削、護岸の敷設 等

島松川

施⼯済み区間

南9号川

施⼯済み区間

・流下能⼒が不⾜している河道に対し、流下断⾯を確保するための堤防整備
や河道掘削を実施している。
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千歳川外部会
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・流下能⼒が不⾜している河道に対し、流下断⾯を確保するための堤防整備
や河道掘削を実施している。

41

主な河川改修事業の取り組み

河川名 市町村名 施⼯年度 事業概要
阿野呂川 栗⼭町・⼣張市 H11〜 堤防の新設、河道の掘削、護岸の敷設 等
⾬煙別川 栗⼭町 H4〜 堤防の新設、河道の掘削、護岸の敷設 等
由仁川 由仁町 H3〜 堤防の新設、河道の掘削、護岸の敷設 等
ヤリキレナイ川 由仁町 H13〜 河道の掘削、護岸の敷設 等

阿野呂川 ⾬煙別川 由仁川

施⼯済み区間 施⼯済み区間 施⼯済み区間

⼣張川上流部会
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・流下能⼒が不⾜している河道に対し、流下断⾯を確保するための堤防整備
や河道掘削を実施している。

主な河川改修事業の取り組み

42

河川名 市町村名 施⼯年度 事業概要
利根別川 岩⾒沢市 S42〜 堤防の新設、河道の掘削、護岸の敷設 等

利根別川・南利根別川

施⼯済み区間

幾春別川外部会



・流下能⼒が不⾜している河道に対し、流下断⾯を確保するための堤防整備
や河道掘削を実施している。

43

主な河川改修事業の取り組み

河川名 市町村名 施⼯年度 事業概要
徳富川 新⼗津川町 H5〜 堤防の新設、河道の掘削、護岸の敷設 等
ラウネ川 滝川市 H13〜 堤防の新設、河道の掘削、護岸の敷設
⾬⻯川 幌加内町 H15〜 堤防の新設、河道の掘削

徳富川

施⼯済み区間

ラウネ川

施⼯済み区間

H.W.L
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⾬⻯川外部会



・流下能⼒が不⾜している河道に対し、流下断⾯を確保するための堤防整備
や河道掘削を実施している。

主な河川改修事業の取り組み

河川名 市町村名 施⼯年度 事業概要
⽯⼭川（札幌建管） 砂川市 H12〜 河道の掘削、護岸の敷設 等
富良野川（旭川建管） 富良野市・中富良野町 S28 〜 堤防の新設、河道の掘削、護岸の敷設 等

⽯⼭川

施⼯済み区間 施⼯済み区間

ベベルイ川（富良野川⽀川）

44
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空知川部会



洪⽔予報の発表

45

・洪⽔予報指定河川（新川）において、気象台と共同で洪⽔予報の発表を
実施している。

洪⽔予報の連絡系統図洪⽔予報区間及び⾬量・⽔位観測所位置図

豊平川外部会



⽔防警報の発表
・⽔位周知河川において、避難勧告等発令の⽬安となる⽔防警報の発表等

を実施している。

⽔防警報発表様式 46

⽔位周知河川 ＜豊平川、厚別川、野津幌川、⽉寒川、望⽉寒川、精進川、中の川、琴似発寒川、琴似川、当別川＞

⽔防警報及び⽔位周知に関する連絡系統図

(注) 通常の系統 ⽔位周知の場合
必要に応じ通報

札幌管区気象台

北 海 道
（危機対策課） 北海道警察

⾃衛隊

関係⽔防管理者
（ 市町村⻑ ）

空知総合振興局
⽯狩振興局

(地域政策課)

北 海 道
(維持管理防災課) 空知総合振興局

(札幌建設管理部)
事業課・出張所等

北海道開発局 札幌開発建設部

⽔防団・
消防機関

関係市町村⻑

後志総合振興局

豊平川外部会



⽔防警報の発表
・⽔位周知河川において、避難勧告等発令の⽬安となる⽔防警報の発表等

を実施している。

⽔防警報発表様式 47

⽔位周知河川 ＜千歳川、輪厚川、柏⽊川、茂漁川、⻑都川、ママチ川、新ママチ川、⾺追運河、南六号川、野津幌川＞

⽔防警報及び⽔位周知に関する連絡系統図

(注) 通常の系統 ⽔位周知の場合
必要に応じ通報

札幌管区気象台

北 海 道
（危機対策課） 北海道警察

⾃衛隊

関係⽔防管理者
（ 市町村⻑ ）

空知総合振興局
⽯狩振興局

(地域政策課)

北 海 道
(維持管理防災課) 空知総合振興局

(札幌建設管理部)
事業課・出張所等

北海道開発局 札幌開発建設部

⽔防団・
消防機関

関係市町村⻑

千歳川外部会



⽔防警報発表様式

⽔防警報の発表
・⽔位周知河川において、避難勧告等発令の⽬安となる⽔防警報の発表等

を実施している。
⽔位周知河川 ＜阿野呂川＞

⽔防警報及び⽔位周知に関する連絡系統図

(注) 通常の系統 ⽔位周知の場合
必要に応じ通報

札幌管区気象台

北 海 道
（危機対策課） 北海道警察

⾃衛隊

関係⽔防管理者
（ 市町村⻑ ）

空知総合振興局

北 海 道
(維持管理防災課) 空知総合振興局

(札幌建設管理部)
事業課・出張所等

北海道開発局 札幌開発建設部

⽔防団・
消防機関

関係市町村⻑

(地域政策課)

48

⼣張川上流部会



⽔防警報の発表
・⽔位周知河川において、避難勧告等発令の⽬安となる⽔防警報の発表等

を実施している。

⽔防警報発表様式 49

⽔位周知河川 ＜幌向川、利根別川、東利根別川＞

⽔防警報及び⽔位周知に関する連絡系統図

(注) 通常の系統 ⽔位周知の場合
必要に応じ通報

札幌管区気象台

北 海 道
（危機対策課） 北海道警察

⾃衛隊

関係⽔防管理者
（ 市町村⻑ ）

空知総合振興局

北 海 道
(維持管理防災課) 空知総合振興局

(札幌建設管理部)
事業課・出張所等

北海道開発局 札幌開発建設部

⽔防団・
消防機関

関係市町村⻑

(地域政策課)

幾春別川外部会



⽔防警報の発表

50

・⽔位周知河川において、避難勧告等発令の⽬安となる⽔防警報の発表等
を実施している。

⽔防警報発表様式

⽔位周知河川 ＜奈江豊平川、パンケ歌志内川、徳富川、熊⽳川、沼⽥奔川、多度志川（以上札幌建管）、⾬⻯川（旭川建管）＞

⽔防警報及び⽔位周知に関する連絡系統図

(注) 通常の系統 ⽔位周知の場合
必要に応じ通報

札幌管区気象台

北 海 道
（危機対策課） 北海道警察

⾃衛隊

関係⽔防管理者
（ 市町村⻑ ）

空知総合振興局
上川総合振興局
(地域政策課)

北 海 道
(維持管理防災課)

空知総合振興局
(札幌建設管理部) 事業課・出張所等

北海道開発局 札幌開発建設部

⽔防団・
消防機関

関係市町村⻑

上川総合振興局
(旭川建設管理部)

⾬⻯川外部会



⽔防警報の発表
・⽔位周知河川において、避難勧告等発令の⽬安となる⽔防警報の発表等

を実施している。

51

(注) 通常の系統 ⽔位周知の場合
必要に応じ通報

札幌管区気象台

北 海 道
（危機対策課） 北海道警察

⾃衛隊

関係⽔防管理者
（ 市町村⻑ ）

上川総合振興局

北 海 道
(維持管理防災課) 上川総合振興局

(旭川建設管理部)
事業課・出張所等

北海道開発局 札幌開発建設部

⽔防団・
消防機関

関係市町村⻑

(地域政策課)

⽔防警報発表様式⽔防警報及び⽔位周知に関する連絡系統図

⽔位周知河川 ※札幌建管管内は該当河川なし
＜富良野川、ベベルイ川、ヌッカクシ富良野川、⻄達布川（以上旭川建管）＞

空知川部会



・⽔位周知河川において、浸⽔想定区域図を作成・公表し、各流域の市町村⻑へ通知
しており、関係市町村のハザードマップ作成に活⽤されている。

洪⽔予報指定河川・⽔位周知河川で作成済み＜豊平川、厚別川、野津幌川、⽉寒川、望⽉寒川、新川、当別川＞

浸⽔想定区域図の作成及び周知

市町村の洪⽔ハザードマップへの活⽤例（札幌市） 52

平成27年5⽉⽔防法改正に伴い、
想定最⼤規模の洪⽔に対する浸⽔
想定区域図を作成中

浸⽔想定区域図の作成例（新川） 札幌市HPより

豊平川外部会



・⽔位周知河川において、浸⽔想定区域図を作成・公表し、各流域の市町村⻑へ通知
しており、関係市町村のハザードマップ作成に活⽤されている。

浸⽔想定区域図の作成及び周知

市町村の洪⽔ハザードマップへの活⽤例（北広島市）
53

平成27年5⽉⽔防法改正に伴い、
想定最⼤規模の洪⽔に対する浸⽔
想定区域図を作成中

浸⽔想定区域図の作成例（輪厚川）
北広島市HPより

⽔位周知河川 で作成済み
＜千歳川、輪厚川、柏⽊川、茂漁川、⻑都川、ママチ川、

新ママチ川、⾺追運河、南六号川、野津幌川＞

千歳川外部会



浸⽔想定区域図の作成及び周知

54

平成27年5⽉の⽔防法改正に伴い、
想定最⼤規模の洪⽔に対する浸⽔
想定区域図を作成中

浸⽔想定区域図の作成例（阿野呂川）

⽔位周知河川 で作成済み＜阿野呂川＞

・⽔位周知河川において、浸⽔想定区域図を作成・公表し、各流域の市町村
⻑へ通知している。

⼣張川上流部会



浸⽔想定区域図の作成及び周知

55

⽔位周知河川で作成済み ＜幌向川、利根別川＞

市町村の洪⽔ハザードマップへの活⽤例（岩⾒沢市）浸⽔想定区域図の作成例（幌向川）
岩⾒沢市HPより

平成27年5⽉⽔防法改正に伴い、
想定最⼤規模の洪⽔に対する浸⽔
想定区域図を作成中

・⽔位周知河川において、浸⽔想定区域図を作成・公表し、各流域の市町村⻑へ通知
しており、関係市町村のハザードマップ作成に活⽤されている。

幾春別川外部会



・⽔位周知河川において、浸⽔想定区域図を作成・公表し、各流域の市町村⻑へ通知
しており、関係市町村のハザードマップ作成に活⽤されている。

浸⽔想定区域図の作成及び周知

56
市町村の洪⽔ハザードマップへの活⽤例（新⼗津川町）浸⽔想定区域図の作成例（徳富川）

岩⾒沢市HPより

⽔位周知河川で作成済み
＜奈江豊平川、パンケ歌志内川、徳富川、熊⽳川、沼⽥奔川、

多度志川（以上札幌建管）、⾬⻯川（旭川建管）＞

平成27年5⽉⽔防法改正に伴い、
想定最⼤規模の洪⽔に対する浸⽔
想定区域図を作成中

⾬⻯川外部会



浸⽔想定区域図の作成及び周知

57

・⽔位周知河川において、浸⽔想定区域図を作成・公表し、各流域の市町村⻑へ通知
しており、関係市町村のハザードマップ作成に活⽤されている。

⽔位周知河川で作成済み ※札幌建管管内は該当河川なし
＜富良野川、ベベルイ川、ヌッカクシ富良野川、⻄達布川（以上旭川建管）＞

洪⽔ハザードマップへの活⽤例

平成27年5⽉⽔防法改正に伴い、
想定最⼤規模の洪⽔に対する浸⽔
想定区域図を作成中

上富良野町HPより

富良野川、ベベルイ川、ヌッカクシ富良野川

空知川部会



河川⽔位等に係る情報提供
・河川⽔位等の情報を「川の防災情報」ホームページを通じて公表している。

58

⽔位観測データの表⽰例

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

2級河川 北海道管理

1級河川 国管理区間
1級河川 北海道管理

⽔位観測所
（北海道管理）

北海道管理河川（⽔位周知河川）

1級河川 札幌市管理

※図中では⽔位周知区間を設定している河川の
全川を着⾊している

豊平川外部会



59

⽔位観測データの表⽰例

2級河川 北海道管理

1級河川 国管理区間
1級河川 北海道管理

⽔位観測所（北海道管理）

北海道管理河川（⽔位周知河川）

河川⽔位等に係る情報提供
・河川⽔位等の情報を「川の防災情報」ホームページを通じて公表している。

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

※図中では⽔位周知区間を設定している河川の
全川を着⾊している

千歳川外部会



河川⽔位等に係る情報提供
・河川⽔位等の情報を「川の防災情報」ホームページを通じて公表している。

60

⽔位観測データの表⽰例

⽔位観測所（北海道管理）
国管理区間
北海道管理河川
北海道管理河川（⽔位周知河川）

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

※図中では⽔位周知区間を設定している河川の
全川を着⾊している

⼣張川上流部会
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⽔位観測所（北海道管理）
国管理区間
北海道管理河川
北海道管理河川（⽔位周知河川）

⽔位観測データの表⽰例

河川⽔位等に係る情報提供
・河川⽔位等の情報を「川の防災情報」ホームページを通じて公表している。

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成
※図中では⽔位周知区間を設定している河川の

全川を着⾊している

幾春別川外部会



北海道（旭川建管）管理

国管理区間
北海道（札幌建管）管理

⽔位観測所（北海道管理）

北海道管理河川（⽔位周知河川）

⽔位観測データの表⽰例

河川⽔位等に係る情報提供
・河川⽔位等の情報を「川の防災情報」ホームページを通じて公表している。

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成 62

※図中では⽔位周知区間を設定している河川の
全川を着⾊している

⾬⻯川外部会
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⽔位観測データの表⽰例

北海道（旭川建管）管理

国管理区間
北海道（札幌建管）管理

⽔位観測所（北海道管理）

北海道管理河川（⽔位周知河川）

河川⽔位等に係る情報提供
・河川⽔位等の情報を「川の防災情報」ホームページを通じて公表している。

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

※図中では⽔位周知区間を設定している河川の
全川を着⾊している

空知川部会



河川名
（1級⽔系）

区間延⻑
（km） 流域の市町村

篠路新川 1.42

札幌市

豊平川 9.26
厚別川 14.19
⼩野津幌川 1.98
三⾥川 0.98
清⽥川 0.82
⽉寒川 2.81
望⽉寒川 2.48
ラウネナイ川 0.93
真駒内川 2.67
⽳の川 0.18
⽩井川 0.10
野津幌川 3.64 札幌市・江別市・北広島市
知津狩川 2.25 ⽯狩市
当別川 4.25

当別町パンケチュウ
ベシナイ川 0.80

篠津川 1.08 江別市・新篠津村・当別
町・⽉形町

河川名
（2級⽔系）

区間延⻑
(km) 流域の市町村

新川 8.01

札幌市

濁川 2.69
⼿稲⼟功川 0.32
中の川 4.37
旧軽川 0.56
第⼀わらび川 0.80
軽川 0.38
三樽別川 1.70
旧中の川 3.12
⻄野川 0.17
琴似発寒川 1.25
琴似川 0.75
望来川 0.64

⽯狩市
厚⽥川 0.80
浜益川 6.38
新⽥川 3.32
幌川 0.33

重要⽔防箇所の設定と管理

64
【1級⽔系】1⽔系17河川75箇所 延⻑49.84km
【2級⽔系】5⽔系17河川57箇所 延⻑35.59km

・洪⽔時に⽔防上、特に注意が必要な箇所を重要⽔防箇所として設定し、
重点的に巡視・点検を実施している。

豊平川外部会



重要⽔防箇所の設定と管理

65※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

北海道管理河川
（重要⽔防箇所指定河川）

1級河川 札幌市管理

1級河川 国管理区間
1級河川 北海道管理

2級河川 北海道管理

※図中では重要⽔防箇所を設定している
河川の全川を着⾊している

豊平川外部会



重要⽔防箇所の設定と管理

66※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

北海道管理河川
（重要⽔防箇所指定河川）

1級河川 札幌市管理

1級河川 国管理区間
1級河川 北海道管理

2級河川 北海道管理

※図中では重要⽔防箇所を設定している
河川の全川を着⾊している

豊平川外部会



重要⽔防箇所の設定と管理

67※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

北海道管理河川
（重要⽔防箇所指定河川）

1級河川 札幌市管理

1級河川 国管理区間
1級河川 北海道管理

2級河川 北海道管理

※図中では重要⽔防箇所を設定している
河川の全川を着⾊している

豊平川外部会



重要⽔防箇所の設定と管理
・洪⽔時に⽔防上、特に注意が必要な箇所を重要⽔防箇所として設定し、

重点的に巡視・点検を実施している。

河川名
区間
延⻑

（km）
流域の市町村

早苗別川 2.49 江別市
千歳川 2.88 千歳市
裏の沢川 0.69 北広島市
輪厚川 1.61
島松川 1.62 北広島市・恵庭市
⾳江別川 0.75 北広島市
柏⽊川 4.32 恵庭市
仁井別川 0.38 北広島市
茂漁川 1.05 恵庭市
嶮淵川 3.58 千歳市
⻑都川 1.89
ユカンボシ川 1.52 恵庭市・千歳市
祝梅川 1.04 千歳市
ママチ川 1.32

河川名
区間
延⻑
(km)

流域の市町村

⾺追運河 3.52

⻑沼町
⼭根川 0.12
南六号川 1.00
南九号川 0.14
野津幌川 3.64 札幌市・江別市・北広島市
旧幌向川 3.24 岩⾒沢市・江別市

【1級⽔系】
1⽔系20河川62箇所 延⻑36.8km

千歳川外部会

68



重要⽔防箇所の設定と管理

69

北海道管理河川
（重要⽔防箇所指定河川）

2級河川 北海道管理

1級河川 国管理区間
1級河川 北海道管理

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

※図中では重要⽔防箇所を設定している
河川の全川を着⾊している

千歳川外部会



重要⽔防箇所の設定と管理

70

・洪⽔時に⽔防上、特に注意が必要な箇所を重要⽔防箇所として設定し、
重点的に巡視・点検を実施している。

河川名
区間
延⻑

（km）
流域の市町村

⼣張川 1.70 ⼣張市・栗⼭町・由仁町
⾬煙別川 0.90 栗⼭町
由仁川 0.70 由仁町
阿野呂川 6.79 ⼣張市・栗⼭町
ホルカクルキ川 0.10

⼣張市志幌加別川 4.97
遠幌加別川 0.20

【1級⽔系】
1⽔系7河川32箇所 延⻑15.36km

国管理区間
北海道管理河川
北海道管理河川
（重要⽔防箇所設定河川）

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

※図中では重要⽔防箇所を設定している
河川の全川を着⾊している

⼣張川上流部会



重要⽔防箇所の設定と管理
・洪⽔時に⽔防上、特に注意が必要な箇所を重要⽔防箇所として設定し、

重点的に巡視・点検を実施している。

河川名
区間
延⻑

（km）
流域の市町村

幌向川 10.11

岩⾒沢市

加茂川 0.75
最上川 1.32
鈴⽊の沢川 0.44
利根別川 10.80
南利根別川 0.62
東利根別川 3.50
志⽂川 0.30
茂世丑川 3.74
旧幌向川 3.24 岩⾒沢市・江別市
ダルミ川 0.37 岩⾒沢市
市来知川 1.00 岩⾒沢市・三笠市
抜⽻の沢川 0.60 三笠市
旧美唄川 6.27 美唄市
⼤願川 1.87 岩⾒沢市

河川名
区間
延⻑
(km)

流域の市町村

須部都川 0.10

⽉形町
農場川 1.18
北農沢川 1.37
中⼩屋川 0.16
札⽐内川放⽔路 0.10
美唄川 2.41

美唄市
落合川 0.47
奔美唄川 1.64
新川 1.17
⼗⼀号川 1.65
札⽐内川 2.78 ⽉形町

篠津川 1.08 江別市・新篠津村・
当別町・⽉形町

71

【1級⽔系】
1⽔系27河川71箇所 延⻑59.04km

幾春別川外部会
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国管理区間
北海道管理河川
北海道管理河川
（重要⽔防箇所指定河川）

重要⽔防箇所の設定と管理

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

※図中では重要⽔防箇所を設定している
河川の全川を着⾊している

幾春別川外部会



重要⽔防箇所の設定と管理
・洪⽔時に⽔防上、特に注意が必要な箇所を重要⽔防箇所として設定し、

重点的に巡視・点検を実施している。

河川名
区間
延⻑

（km）
流域の市町村

札的内川 0.57 浦⾅町
奈井江川 2.46 奈井江町
パンケ歌志内川 0.44 砂川市・上砂川市
熊⽳川 0.90 滝川市
福井⾕川 0.55 新⼗津川町
境川 4.60 秩⽗別町
秩⽗別桜川 0.57
堺川 1.94 深川市
堺川放⽔路 0.22
恵岱別川 7.48

北⻯町⼩⾖川 0.72
美葉⽜川 5.86
沼⽥奔川 3.72 沼⽥町

河川名
区間
延⻑
(km)

流域の市町村

多度志川 10.43

深川市

幌内川 3.16
⾳江川 1.60
新⾳江川 0.26
⼊志別川 0.54
納内幌内川 2.23

【1級⽔系（札幌建管）】
1⽔系19河川47箇所 延⻑48.25km

河川名
区間
延⻑
(km)

流域の市町村

⾬⻯川 4.65 幌加内町
【1級⽔系（旭川建管）】

1⽔系1河川2箇所 延⻑4.65km

73

⾬⻯川外部会
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北海道管理河川
（重要⽔防箇所指定河川）

北海道（旭川建管）管理

国管理区間
北海道（札幌建管）管理

重要⽔防箇所の設定と管理

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、
国⼟数値情報を⽤いて作成

※図中では重要⽔防箇所を設定している
河川の全川を着⾊している

⾬⻯川外部会



重要⽔防箇所の設定と管理
・洪⽔時に⽔防上、特に注意が必要な箇所を重要⽔防箇所として設定し、

重点的に巡視・点検を実施している。

河川名 区間延⻑
(km) 流域の市町村

富良野川 36.70
富良野市、中富良野町、上富良野町ベベルイ川 35.20

ヌッカクシ富良野川 8.90
東⼋線川 0.50

富良野市

布礼別川 6.20
⻄達布川 3.20
⽼節布川 0.20
熊の沢川 0.40
川松沢川 0.80
デボツナイ川 1.60 中富良野町
江幌完別川 0.40 上富良野町
コルコニウシベツ川 0.40
ユクトラシュベツ川 2.20 南富良野町
合計 96.70

※札幌建管管内は該当河川なし

75
【1級⽔系】1⽔系13河川41箇所 延⻑96.70km

空知川部会
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北海道管理河川
（重要⽔防箇所指定河川）

北海道（旭川建管）管理

国管理区間
北海道（札幌建管）管理

重要⽔防箇所の設定と管理

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

※図中では重要⽔防箇所を設定している
河川の全川を着⾊している

空知川部会



河川巡視の実施

77河川巡視の実施状況（平常時）

・出⽔期前の定期点検のほか、異常時点検として、出⽔時及び出⽔後に河川
巡視を実施している。

河川巡視の実施状況（出⽔時）



⽔防資材の備蓄

78

⽔防資材の備蓄状況（札幌建管の例）

根固ブロック 根固ブロック ⼤型連節ブロック

・札幌建設管理部管内、旭川建設管理部管内の資材ヤードに根固ブロック、
⼤型連節ブロック等の⽔防資材を備蓄している。

根固ブロック ⾮常⽤⼟砂

⽔防資材の備蓄状況（旭川建管の例）



排⽔施設の操作・運⽤管理

79

・樋⾨、排⽔機場等では、関係市町村との協定により操作要領を定めて運⽤
を⾏っている。

・⽔防資機材を活⽤し、関係機関が連携した⽔防訓練に参加している。

⽔防訓練への参加状況

樋⾨ ⽔防訓練への参加状況

排⽔機場
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ダムの運⽤管理

※地図出典：国⼟地理院 地理院タイル（http://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html）

当別ダム

ポンウェンベツ川

徳富ダム 美唄ダム

栗⼭ダム

・北海道管理ダムでは操作規則を定め、札幌建設管理部各出張所で運⽤を⾏っている。



⽯狩川下流域の減災に関する
札幌市の取組状況について

１．札幌市管理河川の概要
２．現在の取り組み状況

札幌市

【平成29年6⽉30⽇ 豊平川外部会】

81



１．札幌市管理河川の概要

82



豊平川外部会で対象とする札幌市管理河川

83

豊平川外部会

1級河川 札幌市管理

1級河川 国管理区間
1級河川 北海道管理

2級河川 北海道管理
※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

項 ⽬ 概 要
市町村⾯積 1,121km2

⼈⼝ 約195万⼈
河川数 1級 9河川

札幌市 ⾏政界
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河川名 市町村 管轄本川 2次⽀川 3次⽀川 4次⽀川 5次⽀川 6次⽀川
⽯狩川

茨⼾川
伏籠川 札幌市 札幌建管

事業課発寒川 札幌市
安春川 札幌市 札幌市

創成川 札幌市
札幌建管
事業課茨⼾耕北川 札幌市

旧伏篭川 札幌市
篠路拓北川 札幌市 札幌市
旧琴似川 札幌市

札幌建管
事業課

篠路新川 札幌市
モエレ中野川 札幌市
雁来新川 札幌市

雁来川 札幌市
札幌市苗穂川 札幌市

丘珠藤⽊川 札幌市
旧琴似川放⽔路 札幌市

札幌建管
事業課

豊平川 札幌市
厚別川 札幌市

世⽥豊平川 札幌市
⿇別川 札幌市

野津幌川
札幌市・
江別市・
北広島市

⼩野津幌川 札幌市
旧豊平川 札幌市

北⽩⽯川 札幌市 札幌市⼭本川 札幌市
三⾥川 札幌市

札幌建管
事業課

⼆⾥川 札幌市
清⽥川 札幌市

⽉寒川 札幌市
望⽉寒川 札幌市
⽶⾥川 札幌市
ラウネナイ川 札幌市

うらうちない川 札幌市

河川名 市町村 管轄本川 2次⽀川 3次⽀川 4次⽀川
⽯狩川（再掲）

豊平川（再掲） 札幌市 札幌建管
事業課精進川 札幌市

⼭⿐川 札幌市 札幌市
精進川放⽔路 札幌市

札幌建管
事業課

真駒内川 札幌市
⽳の川 札幌市
⽳の川放⽔路 札幌市
藤野沢川 札幌市 札幌市
⽩井川 札幌市

札幌建管
事業課

⼩樽内川 札幌市
薄別川 札幌市

⼩川 札幌市
知津狩川 ⽯狩市

札幌建管
当別出張所

基線川 当別町
当別川 当別町

材⽊川 当別町
パンケチュウベシナイ川 当別町
第⼀茂平沢川 当別町

第三茂平沢川 当別町
第⼆茂平沢川 当別町
⼩松の沢川 当別町
和泉の沢川 当別町
トップ沢川 当別町

⽀トップ沢川 当別町
沼ノ沢川 当別町

⽀沼ノ沢川 当別町
⻑⾕川の沢川 当別町
⾦の沢川 当別町

篠津川 江別市・新篠津村・
当別町・⽉形町

⼋幡⼆⼗五線川 江別市
60河川（札幌建管51河川、札幌市9河川）

1級河川（⽯狩川⽔系）

国交省管理河川 ⼀部を国交省、⼀部を北海道が管理する河川 北海道管理河川 札幌市管理河川⼀部を国交省、⼀部を札幌市が管理する河川

豊平川外部会で対象とする札幌市管理河川



２．現在の取り組み状況
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雁来川

① 河川整備
流下能⼒が不⾜している河道に対し、

流下断⾯を確保するための河道掘削等
を実施。
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主な治⽔事業について

施⼯済み区間

② 流域貯留施設整備
洪⽔を防ぐため、⾬⽔が⼀度に川へ流れ込ま

ないよう、公園や学校のグラウンドに、敷地内
に降った⾬⽔を⼀時的に貯留する施設を整備。

施⼯済み箇所

⽩⽣公園（⽩⽯区）

平成26年9⽉11⽇⼤⾬時の貯留状況

晴天時

⼤⾬時

河川名 市町村名 施⼯年度 事業概要
雁来川 札幌市 H3〜 河道の掘削 等

河川名 市町村名 施⼯年度
伏籠川 札幌市 H5〜
望⽉寒川 札幌市 H13〜

・⽔害から⼈命や財産を守るための河川、流域貯留施設整備
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重要⽔防箇所の設定と管理

河川名 区間延⻑（km） 流域の市町村等
雁来川 0.8 札幌市 【1級⽔系】1⽔系１河川１箇所 延⻑０.8km

・洪⽔時に⽔防上、特に注意が必要な箇所を重要⽔防箇所として設定し、
重点的に巡視・点検を実施している。

※国⼟地理院地勢図20000を背景図とし、国⼟数値情報を⽤いて作成

札幌市管理河川
（重要⽔防箇所指定河川）

1級河川 札幌市管理

1級河川 国管理区間
1級河川 北海道管理

2級河川 北海道管理

札幌市 ⾏政界

※図中では重要⽔防箇所を設定している
河川の全川を着⾊している


