
減災に係る各機関による取組状況の共有
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資料－１



概ね5年で実施する取組　　（空知川担当者部会　その1）  

1・ハード対策の主な取組 ※→H29年度の取組内容を記載（朱書き）、修正・追加箇所も朱書きで記載

業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期

1)洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備、河道掘削、遊水地整備、
幾春別川ダムの早期完成等

W

平成28年8月洪水を踏まえ整備内容につ
いて検討。石狩川流域委員会を開催。
→空知川の整備計画見直しに向けた流
域委員会を実施中

～平成32年度 ・堤防整備、河道掘削を実施
引続き継続
実施

・河道掘削、護岸工等を実施
引続き継続
実施

2)大規模水害による壊滅的な被
害を軽減する対策

 各河川での危機管理型ハード対策
の実施（堤防天端の保護、堤防法尻
の補強）

W

・堤防決壊までの時間を少しでも引き延
ばすための危機管理型ハード対策（天端
保護工）を継続
→H29年度災害復旧工事（南富良野幾寅
地区）で堤防天端、裏法尻補強を実施

～平成32年度
・堤防決壊までの時間を少しでも引
き延ばすための危機管理型ハード
対策（天端保護工）を継続

平成29年度
～

・堤防決壊までの時間を少しでも引
き延ばすための危機管理型ハード
対策（天端保護工）を継続

平成30年度
～

住民の避難行動を促し、迅速な水防
活動を支援するため、スマートフォン
を活用したリアルタイム情報を提供
するためのシステム構築

J、K
・川の防災情報、河川リアルタイム情報の
スマートフォンによる利用
→実施中

平成28年度～

洪水予報等をプッシュ型で情報発信
するためのシステム構築

J、K

・緊急速報メールを活用した洪水情報の
プッシュ型配信については、30市町村を
対象にH30.5～運用を開始。
→H30.5年度実施に向けて調整中

平成29年度～

 防災行政無線の改良や防災ラジオ
等の活用検討

J、K、P

水害リスクが高い箇所に対して、洪
水時の避難勧告等の発令判断に活
用する水位計の整備

C

・洪水時の避難勧告等の発令判断に活
用する簡易水位計を札建管内で29箇所
整備済み。
→空知川で3箇所実施済み(H28)

平成28年度～ ・水位計配置計画を検討
平成29年度
～

・水位計配置計画を検討
平成29年度
～

 迅速な水防活動を支援するための
水防資機材の整備

R

・水防資機材の整備、備蓄状況の情報共
有
→各種会議等で他機関に情報提供を実
施

引続き継続実
施

・迅速な水防活動を実施 支援するた
め、水防資機材・水防拠点の整備

引続き継続
実施

・迅速な水防活動を実施 支援するた
め、水防資機材・水防拠点の整備

引続き継続
実施

・迅速な水防活動を実施 支援するた
め、水防資機材・水防拠点の整備

引続き継続
実施

・迅速な水防活動を実施 支援するた
め、水防資機材・水防拠点の整備

引続き継続
実施

水防活動等の迅速化、水害対策に
活用出来るハードの整備

S,W

2・ソフト対策の主な取組

業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期

（1）円滑かつ確実な避難行動

避難勧告等の発令に着目したタイム
ラインの作成

C

・H29年6月までに避難勧告着目型タイム
ラインを32市町村で各1河川作成済。引き
続きH29年度内に各市町村に関係する主
要な河川を含めた避難勧告着目型タイム
ラインの充実を予定。
→空知川河川事務所管内流域で4市町
作成済み

平成28年度～

・H29年6月までに32市町村で各1河
川で作成した避難勧告着目型タイム
ラインの作成にあたり技術的支援を
実施。引き続き予定されている避難
勧告着目型タイムラインの充実にお
いても支援を予定。

平成28年度
～

・H29年6月までに32市町村で各1河
川で作成した避難勧告着目型タイム
ラインの作成にあたり技術的支援を
実施。引き続き予定されている避難
勧告着目型タイムラインの充実にお
いても支援を予定。

平成28年度
～

・避難勧告等の発令に着目した洪水
対応タイムラインの作成

平成29年度
～

・避難勧告等の発令に着目した洪水
対応タイムラインの作成

平成29年度
～

洪水が広範囲に及ぶ想定最大規模
の洪水等を考慮した流域タイムライ
ンを作成し、隣接した市町村の境界
を越えた広域避難の計画や情報伝
達について検討

C

・まずは各河川事務所タイムラインを策定
し、今後、市町村で策定されたタイムライ
ンと連携することで石狩川下流域でのタイ
ムラインを作成予定。
→南富良野町と連携し、DIG訓練等を通じ
てタイムライン作成に向けた取組を実施
予定

平成29年度～

・情報伝達、避難計画及び近隣市町
との広域避難や連携に関する流域タ
イムラインの条件設定にあたり事務
局と調整を実施。

平成29年度
～

・情報伝達、避難計画及び近隣市町
との広域避難や連携に関する流域タ
イムラインの条件設定にあたり事務
局と調整を実施。

平成29年度
～

・今後、広域避難について関係機関
と連携し対応していく。

平成29年度
～

 ・情報伝達、避難計画及び近隣市町
 との広域避難や連携に関する流域タ
 イムラインの作成予定

 平成29年度
 ～

・今後、広域避難について関係機関
と連携し対応していく。

平成29年度
～

・情報伝達、避難計画及び近隣市町
との広域避難や連携に関する流域タ
イムラインの作成への参画

平成29年度
～

自治体との事前協議も含めた分かり
やすい洪水予報伝達文への改良

C、K
・避難の切迫性が市町村や住民に伝わり
やすい洪水予報伝達文へ改良。（Ｈ２８．
３完了）

～平成28年度
（作成済）

・避難の切迫性が市町村や住民に
伝わりやすい洪水予報伝達文へ改
良。（Ｈ２８．３完了）

～平成28年
度
（改良済）

・避難の切迫性が市町村や住民に
伝わりやすい洪水予報伝達文へ改
良。（Ｈ２８．３完了）

～平成28年
度
（改良済）

水位周知河川等に未指定の区間に
ついて、指定等を実施

Ｄ

H29.3に空知川幾寅地区を水位周知河川
へ指定。引き続き未指定区間の指定等を
検討予定。

平成H30年度
～

・水位周知河川の追加指定について
検討を予定
・水位周知河川の未指定の河川に
おいて簡易な方法も活用して氾濫危
険区域図及び河川水位等の情報を
提供

平成29年度
～

・H29.7に空知川幾寅地区を水位周
知河川へ指定。引き続き未指定区
間の指定等を検討予定。
・水位周知河川の未指定の河川に
おいて簡易な方法も活用して氾濫危
険区域図及び河川水位等の情報を
提供

平成29年度
～

流域タイムラインを用いた洪水時の
市町村機能を確保する対策（災対本
部の移設等）の検討

F、H

情報伝達手段の多重化としてのコ
ミュニティーFM放送等との連携の検
討

J、K、L

想定最大規模の洪水に係る浸水想
定区域図等の作成と周知

D
・H29年4月までに想定最大規模の洪水に
係る浸水想定区域図等の作成と各自治
体への周知、ＨＰ公開が完了

～平成29年度
（作成周知済）

・想定最大規模の洪水に係る浸水想
定区域図等の作成と各自治体への
周知

平成29年度
～

 道管理の水位周知河川等につい
 て、順次、洪水浸水想定区域図等の
 作成・周知を行う。

 平成28年度
 ～

・想定最大規模の洪水に係る浸水想
定区域図等の作成と各自治体への
周知

平成29年度
～

 道管理の水位周知河川等につい
 て、順次、洪水浸水想定区域図等の
 作成・周知を行う。

 平成28年度
 ～

想定最大規模の洪水に係る浸水想
定区域図に基づいたハザードマップ
の改良と周知

D、E、F、G、I

・ハザードマップ改良に向けた技術的な
支援を実施。
→空知川河川事務所管内は未実施、次
年度以降予定

平成29年度以
降～

想定最大規模の洪水に係る浸水想
定区域図に基づいたまるごとまちご
とハザードマップの改良と周知

D、E、F、G、I
・まるごとまちごとハザードマップの改良と
周知（予定）

H30年度以降
 市町村がハザードマップ等を作成の
 ためのデータ提供を行う。

 平成29年度
 ～

 市町村がハザードマップ等を作成の
 ためのデータ提供を行う。

 平成29年度
 ～

水害リスクが高い箇所について、水
防団、自治会等との共同点検を実施

D、Q
・平常時に自治体と共に水防団、自治会
等と共同点検を実施
→未実施、次年度以降実施予定

引続き継続実
施

警報・注意報発表時の「危険度を色
分けした時系列」や「警報級の現象
になる可能性」の情報提供

B、K
平成29年5月17日から気象庁ホーム
ページで提供開始。

～平成29年
度
(提供済）

平成29年5月17日から気象庁ホーム
ページで提供開始。

～平成29年
度
(提供済）

市民等を対象とした防災教育の実
施、防災意識の啓発

A、D、E
・小学生を中心とした防災教育を引き続き
実施予定(石狩市、滝川市）
→水防災教室の実施（赤平市）

引続き継続実
施

・小学校や中学校における学校防災
教育や、自治体防災訓練に展示
ブースを設置して防災情報の解説を
実施。今後も継続して実施予定。

引続き継続
支援

・小学校や中学校における学校防災
教育や、自治体防災訓練に展示
ブースを設置して防災情報の解説を
実施。今後も継続して実施予定。

引続き継続
支援

・地域の要望等を踏まえながら関係
機関と共に取り組んで行く。本年度
実施無し。

引続き継続
実施

・地域の要望等を踏まえながら開発
局、気象台と共に取り組んで行く。

引続き継続
実施

項目
課題の対

応

札幌開発建設部 札幌管区気象台 旭川地方気象台 空知総合振興局 旭川建設管理部 上川総合振興局 北海道電力札幌建設管理部

北海道電力

3)避難行動、水防活動、排水活動
に資する基盤等の整備

項目
課題の対

応

札幌開発建設部 札幌管区気象台 旭川地方気象台 札幌建設管理部

1)情報伝達、避難計画等に関す
る事項

2)平時からの住民等への周知・教
育・訓練に関する事項

空知総合振興局 旭川建設管理部 上川総合振興局

1



自治体首長が参加する水防災訓練
を実施し、その実施結果を踏まえた
流域タイムライン等の見直し・修正

C、O

全ての流域市町村の職員を対象とし
た「豪雨災害対策研修」の継続実施

A,、O

・全ての流域市町村の職員を対象とした
「豪雨災害対策研修」の継続実施
→H29年7月に石狩川上下流域53自治体
職員を対象とした豪雨災害対策研修の実
施

引続き継続実
施

・全ての流域市町村の職員を対象と
した「豪雨災害対策研修」の継続実
施

引続き継続
実施

・全ての流域市町村の職員を対象と
した「豪雨災害対策研修」の継続実
施

引続き継続
実施

・石狩川流域圏会議による豪雨災害
対策職員研修のサポートを実施。

引続き継続
実施

・石狩川流域圏会議による豪雨災害
対策職員研修のサポートを実施。

引続き継続
実施

住民の水防意識啓発のため、S56洪
水等の広報の充実

A

・ＨＰに洪水に関する広報掲載。
→水防災意識向上について及び空知川
災害復旧工事の進捗状況についてHP掲
載

引続き継続実
施

関係機関と協力して対応する。
ＨＰに５６災害時の数値的記録を掲
載。

平成28年度
～

関係機関と協力して対応する。
平成28年度
～

ダム警戒体制に関する地元関係者
への周知

K

・ダムからの初期放流時は警報装置の吹
鳴、警報車による河川パトロール。地元
地域へ放流開始、洪水等に通知。
→H29該当なし

引続き継続実
施

業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期

（2）社会経済被害軽減のため
の的確な水防活動

市町村向け川の防災情報による河
川水位や排水ポンプ場情報の共有

P
・市町村向け川の防災情報による内水や
外水情報の共有
→H29該当なし

引続き継続実
施

・市町村向け川の防災情報による内
水や外水情報の共有

引続き継続
実施

 ・市町村向け川の防災情報による内
 水や外水情報の共有

 引続き継続
 実施

・市町村向け川の防災情報による内
水や外水情報の共有

引続き継続
実施

 ・市町村向け川の防災情報による内
 水や外水情報の共有

 引続き継続
 実施

水防団等との共同点検等の実施及
び重要水防箇所の精査・見直し

Q

・水防団等との共同点検等の実施及び重
要水防箇所の精査・見直し
→重要水防箇所の見直しを実施、共同点
検は未実施

引続き継続実
施

・重要水防箇所の精査・見直し
引続き継続
実施

・重要水防箇所の精査・見直し
引続き継続
実施

想定最大規模の洪水に係る浸水想
定区域図に基づいた水防計画の見
直し

D

流域タイムラインを活用した水防団
等への連絡体制の再確認と伝達訓
練の実施や多様な主体による水防
活動の検討

C、S

水防団・自主防災組織・消防署等の
関係機関が連携した水防訓練の実
施

S

・関係機関と連携した水防訓練及び水防
技術講習会の実施
→町民参加の避難訓練時に浸水想定区
域図やタイムラインについての周知と防
災意識の向上を図った（南富良野町）

引続き継続実
施

・関係機関と連携した水防訓練の実
施

引続き継続
実施

・関係機関と連携した水防訓練の実
施

引続き継続
実施

広報や勧誘などの活動による水防
団員数の確保

M

流域タイムラインを活用した要配慮
者利用施設と連携した情報伝達訓
練や避難訓練の検討及び要配慮者
利用施設における避難確保計画の
作成に向けた支援の検討

N

・流域タイムラインを活用した配慮者利用
施設・関係各課と連携した情報伝達訓練
や避難訓練の検討及び避難確保計画の
作成に向けた支援の実施
→南富良野町と連携し、訓練等を通じて
タイムライン作成に向けた取組を実施

平成29年度～

要配慮者利用施設、大規模工場等
への浸水リスクの説明と水害対策等
の啓発活動

N
・H29.3に札建と振興局主催による説明会
を実施。

平成28年度～
・H29.3に札建と振興局主催による説
明会を実施。

平成28年度
～

・H29.5に旭川開建と振興局共催に
よる説明会を実施。

平成29年度
～

（3）社会経済活動の早期復旧

市町村向け川の防災情報による河
川水位や排水ポンプ場情報の共有

P
・市町村向け川の防災情報による河川水
位や排水ポンプ場情報の共有
→H29該当なし

引続き継続実
施

 ・市町村向け川の防災情報による内
 水情報の共有

 引続き継続
 実施

 ・市町村向け川の防災情報による内
 水情報の共有

 引続き継続
 実施

想定最大規模の洪水を想定した排
水計画の検討及び排水ポンプ車等
による訓練の実施.

T、U、V

・想定最大規模の洪水を想定した排水計
画の検討（H30年度～）
排水ポンプ車等による訓練の実施
樋門等操作訓練の実施

平成30年度～
継続実施

排水ポンプ車等による訓練の実施 U
・排水ポンプ車等による訓練の実施
→札建として、空知建協と訓練を実施

引続き継続実
施

堤防決壊シミュレーションによる現地
条件を考慮した効果的な災害復旧
方法の検討

W

・堤防決壊シミュレーションによる現地条
件を考慮した効果的な災害復旧方法の
検討
→各自治体、関係機関と堤防決壊時の
緊急対応についての意見交換会を実施

引続き継続実
施

堤防決壊シミュレーションにおける堤
防天端を活用した緊急輸送路の活
用検討

W

・堤防決壊シミュレーションにおける堤防
天端を活用した緊急輸送路の活用検討
→各自治体、関係機関と堤防決壊時の
緊急対応についての意見交換会を実施

引続き継続実
施

空知総合振興局 旭川建設管理部 上川総合振興局 北海道電力
項目

課題の対
応

札幌開発建設部 札幌管区気象台 旭川地方気象台

1)排水活動の強化に関する取組

2)緊急的な災害復旧工事に向け
た取組強化

1)水防活動の効率化及び水防体
制の強化に関する取組

2)要配慮者利用施設や大規模工
場等の自衛水防の推進に関する
取組

札幌建設管理部

2



概ね5年で実施する取組　　（空知川担当者部会　その2）

1・ハード対策の主な取組 ※→H29年度の取組内容を記載（朱書き）、修正・追加箇所も朱書きで記載

業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期

1)洪水氾濫を未然に防ぐ対策
堤防整備、河道掘削、遊水地整備、
幾春別川ダムの早期完成等

W

2)大規模水害による壊滅的な被害を
軽減する対策

 各河川での危機管理型ハード対策
の実施（堤防天端の保護、堤防法尻
の補強）

W

住民の避難行動を促し、迅速な水防
活動を支援するため、スマートフォン
を活用したリアルタイム情報を提供
するためのシステム構築

J、K
・防災行政無線の整備に向けた検討
と合わせて検討

平成29年度
～

洪水予報等をプッシュ型で情報発信
するためのシステム構築

J、K

 防災行政無線の改良や防災ラジオ
等の活用検討

J、K、P
・高齢者に配慮し、防災ラジオ等の
活用検討

平成28年度
～

・要配慮者の避難に関わる調査研
究

平成28年度～

・防災行政無線の更新について検
討（アナログ→デジタル）
・防災行政無線戸別受信機を全戸
に貸与し、災害情報等を迅速に住民
へ伝達する。

平成３０年度
以降～
引続き継続
実施

・町内全戸に防災行政戸別受信機を
貸与し、災害時の速やかな避難行
動を可能にする。

引続き継続
実施

・防災行政無線の整備に向けた検討
平成29年度
～

水害リスクが高い箇所に対して、洪
水時の避難勧告等の発令判断に活
用する水位計の整備

C
防災情報システムの整備（町管理河
川に水位計５箇所、雨量計６箇所を
設置及び情報のインターネット配信）

平成29年度
中に整備

 迅速な水防活動を支援するための
水防資機材の整備

R
・迅速な水防活動を実施するため、
水防資機材の整備

引続き継続
実施

・迅速な水防活動を実施するため、
水防資機材の整備

引続き継続
実施

・迅速な水防活動を実施するため、
水防資機材の整備

引続き継続実
施

・迅速な水防活動を実施するため、
水防資機材の整備

引続き継続
実施

・迅速な水防活動を支援するため、
水防資機材の整備

引続き継続
実施

・迅速な水防活動を支援するため、
水防資機材の整備

引続き継続
実施

・迅速な水防活動を支援するため、
水防資機材の整備

引続き継続実
施

水防活動等の迅速化、水害対策に
活用出来るハードの整備

S,W

2・ソフト対策の主な取組

業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期

（1）円滑かつ確実な避難行動

避難勧告等の発令に着目したタイム
ラインの作成

C
・避難勧告等の発令に着目したタイ
ムラインの作成

平成28年度
～

・避難勧告等の発令に着目したタイ
ムラインの作成

平成28年度
～

・避難勧告等の発令に着目したタイ
ムラインの作成

平成28年度
～

・避難勧告等の発令に着目したタイ
ムラインの作成

平成29年度以
降～

・避難勧告等の発令に着目したタイ
ムラインの作成
→作成済み

平成28年度
以降～

・避難勧告等の発令に着目したタイ
ムラインの作成
・避難勧告等の発令に着目した地域
防災計画（水害・土砂災害対策編）
の見直し

平成29年度
以降～

・避難勧告等の発令に着目したタイ
ムラインの作成
→防災訓練に当たり町の対応につ
いて再整理を行い、反映したタイム
ラインを作成中

平成28年度
以降～

・避難勧告等の発令に着目したタイ
ムラインの作成

平成28年度
以降～

洪水が広範囲に及ぶ想定最大規模
の洪水等を考慮した流域タイムライ
ンを作成し、隣接した市町村の境界
を越えた広域避難の計画や情報伝
達について検討

C

・情報伝達、避難計画及び近隣市町
との広域避難や連携に関する流域タ
イムラインの作成への参画
→札幌開発建設部と連携し取り組
む。

平成29年度
～

・情報伝達、避難計画及び近隣市町
との広域避難や連携に関する流域
タイムラインの作成への参画

平成29年度
～

・情報伝達、避難計画及び近隣市町
との広域避難や連携に関する流域タ
イムラインの作成への参画

平成29年度
～

・情報伝達、避難計画及び近隣市町
との広域避難や連携に関する流域
タイムラインの作成への参画

平成29年度～

・情報伝達、避難計画及び近隣市町
との広域避難や連携に関する流域
タイムラインの作成への参画
→未実施、次年度以降実施予定

平成29年度
～

・情報伝達、避難計画及び近隣市町
との広域避難や連携に関する流域
タイムラインの作成への参画

平成30年度
～

・情報伝達、避難計画及び近隣市町
との広域避難や連携に関する流域タ
イムラインの作成への参画

平成29年度
～

・情報伝達、避難計画及び近隣市町
との広域避難や連携に関する流域タ
イムラインの作成への参画
→札幌開建と連携し、DIG訓練等を
通じてタイムライン作成に向けた取
組を実施予定

平成29年度
～

自治体との事前協議も含めた分かり
やすい洪水予報伝達文への改良

C、K

水位周知河川等に未指定の区間に
ついて、指定等を実施

Ｄ

流域タイムラインを用いた洪水時の
市町村機能を確保する対策（災対本
部の移設等）の検討

F、H

・流域タイムラインを用いた洪水時の
市町村機能を確保する対策（災対本
部の移設等）の検討
→引き続き検討

平成28年度
～

・流域タイムラインを用いた洪水時
の市町村機能を確保する対策（災対
本部の移設等）の検討

平成28年度
～

・流域タイムラインを用いた洪水時の
市町村機能を確保する対策（災対本
部の移設等）の検討

平成28年度
～

・流域タイムラインを用いた洪水時
の市町村機能を確保する対策（災対
本部の移設等）の検討

平成29年度以
降～

・流域タイムラインを用いた洪水時
の市町村機能を確保する対策（災対
本部の移設等）の検討

平成28年度
～

・流域タイムラインを用いた洪水時
の市町村機能を確保する対策（災対
本部の移設等）の検討

平成29年度
～

・流域タイムラインを用いた洪水時の
市町村機能を確保する対策（災対本
部の移設等）の検討

平成28年度
～

・流域タイムラインを用いた洪水時の
市町村機能を確保する対策（災対本
部の移設等）の検討

平成28年度
～

情報伝達手段の多重化としてのコ
ミュニティーFM放送等との連携の検
討

J、K、L
・情報伝達手段の多重化としてのコ
ミュニティーFM放送との連携の検討

・情報伝達手段の多重化としてのコ
ミュニティーFM放送との連携の検討

引続き継続
実施

地域ＦＭ放送を活用し、災害時の緊
急速報等を流し、正確な情報を伝達
する。

引き続き継続
実施

・情報伝達手段の多重化としてのコ
ミュニティーFM放送安全安心メー
ル、エリアメールの活用

継続実施

想定最大規模の洪水に係る浸水想
定区域図等の作成と周知

D

想定最大規模の洪水に係る浸水想
定区域図に基づいたハザードマップ
の改良と周知

D、E、F、G、I
・浸水想定区域図に基づいたハザー
ドマップの改良と周知
→未実施

平成29年度
以降～

・想定最大規模の洪水に係る浸水
想定区域図に基づいたハザードマッ
プの改良と周知⇒平成29年8月広報
と一緒に全戸配布済

～平成29年8
月（作成周知
済）

・想定最大規模の洪水に係る浸水想
定区域図に基づいたハザードマップ
の改良と周知

平成29年度
以降～

・想定最大規模の洪水に係る浸水
想定区域図に基づいたハザードマッ
プの改良と周知

平成29年度以
降～

・想定最大規模の洪水に係る浸水
想定区域図に基づいたハザードマッ
プの改良と周知
→現在、ハザードマップ更新作業中

平成29年度
以降～

・洪水災害に係る浸水想定区域図
に基づいたハザードマップの改良と
周知

平成30年度
以降～（Ｈ30
作成予定）

・想定最大規模の洪水に係る浸水想
定区域図に基づいたハザードマップ
の改良と周知
→H30作成に向けて調整中

平成29年度
以降～

・想定最大規模の洪水に係る浸水想
定区域図に基づいたハザードマップ
の改良と周知

平成29年度

想定最大規模の洪水に係る浸水想
定区域図に基づいたまるごとまちご
とハザードマップの改良と周知

D、E、F、G、I

・想定最大規模の洪水に係る浸水
想定区域図に基づいたまるごとまち
ごとハザードマップの改良と周知
→現在、ハザードマップ更新作業中

平成29年度
以降～

水害リスクが高い箇所について、水
防団、自治会等との共同点検を実施

D、Q
・水害リスクが高い箇所の共同点検
→未実施

平成29年度
以降～

・水害リスクが高い箇所の共同点検 ・水害リスクが高い箇所の共同点検
引続き継続
実施

・水害リスクが高い箇所の共同点検
引続き継続実
施

・水害リスクが高い箇所の共同点検
→未実施、次年度以降実施予定

継続実施
・水害リスクが高い箇所の自治会
（自主防災組織）との共同点検

引続き継続
実施（現在25
住民会中2つ
の住民会と
実施）

・水害リスクが高い箇所の共同点検
平成28年度
以降～

・水害リスクが高い箇所の共同点検
平成28年度
以降～

警報・注意報発表時の「危険度を色
分けした時系列」や「警報級の現象
になる可能性」の情報提供

B、K

市民等を対象とした防災教育の実
施、防災意識の啓発

A、D、E
・市民を対象とした防災教育の実施
→５箇所実施予定

平成29年度
以降～

・小中学生を対象とした防災教育の
実施⇒平成30年度に北海道共催事
業「一日防災学校」を実施予定（現
在調整中）

平成30年度
（予定）

・小学生を対象とした防災教育の実
施

平成29年度
以降～

・市民を対象とした防災教育（出前
講座）の実施

平成28年度～
・市民を対象とした防災教育（出前
講座等）の実施。

継続実施

・小学生を対象とした防災教育の実
施
・住民を対象とした出前講座の実施
（Ｈ28年13回開催）
・防災講演会の実施

引続き継続
実施

・小・中学生を対象とした防災教育の
実施
→H30実施に向けて調整中
・住民を対象とした防災講演会等の
実施
→年１回実施を継続する。

引続き継続
実施

・小学生を対象とした防災教育の実
施

2)平時からの住民等への周知・教
育・訓練に関する事項

1)情報伝達、避難計画等に関する事
項

南富良野町

3)避難行動、水防活動、排水活動に
資する基盤等の整備

項目 課題の対応
芦別市 赤平市 滝川市 砂川市 富良野市

富良野市 上富良野町

上富良野町 中富良野町 南富良野町

中富良野町砂川市
項目 課題の対応

芦別市 赤平市 滝川市

３



自治体首長が参加する水防災訓練
を実施し、その実施結果を踏まえた
流域タイムライン等の見直し・修正

C、O
・自治体首長が参加する水防災訓練
を実施し、その実施結果を踏まえた
流域タイムライン等の見直し・修正

平成29年度
以降～

・自治体首長が参加する水防災訓
練を実施し、その実施結果を踏まえ
た流域タイムライン等の見直し・修正

平成29年度
以降～

・水防災訓練を実施し、その実施結
果を踏まえた流域タイムライン等の
見直し・修正

平成29年度
以降～

・水防災訓練を実施し、その実施結
果を踏まえた流域タイムライン等の
見直し・修正

平成29年度以
降～

・水防災訓練を実施し、その実施結
果を踏まえた流域タイムライン等の
見直し・修正
→未実施、次年度以降実施予定

平成29年度
以降～

・自治体首長が参加する水防災訓
練を実施し、その実施結果を踏まえ
た流域タイムライン等の見直し・修
正

平成29年度
以降～

・自治体首長が参加する水防災訓練
を実施し、その実施結果を踏まえた
流域タイムライン等の見直し・修正
→防災訓練に当たり町の対応につ
いて再整理を行い、反映したタイム
ラインを作成中

平成28年度
以降～

・自治体首長が参加する水防災訓練
を実施し、その実施結果を踏まえた
流域タイムライン等の見直し・修正

平成28年度
以降～

全ての流域市町村の職員を対象とし
た「豪雨災害対策研修」の継続実施

A,、O
・全ての流域市町村の職員を対象と
した「豪雨災害対策研修」の継続実
施

引続き継続
実施

・全ての流域市町村の職員を対象と
した「豪雨災害対策研修」の継続実
施

引続き継続
実施

・全ての流域市町村の職員を対象と
した「豪雨災害対策研修」の継続実
施

引続き継続
実施

・全ての流域市町村の職員を対象と
した「豪雨災害対策研修」の継続実
施

引続き継続実
施

・全ての流域市町村の職員を対象と
した「豪雨災害対策研修」の参加

引続き継続
実施

・全ての流域市町村の職員を対象と
した「豪雨災害対策研修」の継続参
加

引続き継続
実施

・全ての流域市町村の職員を対象と
した「豪雨災害対策研修」の継続参
加

引続き継続
実施

・全ての流域市町村の職員を対象と
した「豪雨災害対策研修」の検討

引続き継続実
施

住民の水防意識啓発のため、S56洪
水等の広報の充実

A
・住民の水防意識啓発のため、S56
洪水等の広報の充実
→未実施

平成29年度
以降～

・住民の水防意識啓発
引続き継続
実施

・住民の水防意識啓発のため、S56
洪水等の広報の充実

平成28年度
～

・住民の水防意識啓発
平成29年度以
降～

・住民の水防意識啓発のため、広報
の充実

継続実施
・住民の水防意識啓発のため、広報
等の充実

引続き継続
実施

・住民の水防意識啓発のため広報
の充実
→広報誌への記事掲載や防災パン
フレットの配布

引続き継続
実施

・住民の水防意識啓発のため、S56
洪水等の広報の充実

引続き継続実
施

ダム警戒体制に関する地元関係者
への周知

K
・ダム警戒体制に関する地元関係者
への周知

引続き継続実
施

・ダム警戒体制に関する地元関係者
への周知

引続き継続
実施

・ダム警戒体制に関する地元関係者
への周知

引続き継続実
施

業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期 業務内容 時期

（2）社会経済被害軽減のための
的確な水防活動

市町村向け川の防災情報による河
川水位や排水ポンプ場情報の共有

P
・市町村向け川の防災情報による内
水や外水情報の共有
→H29該当なし。

平成28年度
～

・市町村向け川の防災情報による内
水や外水情報の共有

引続き継続
実施

・市町村向け川の防災情報による内
水や外水情報の共有

引続き継続
実施

・市町村向け川の防災情報による内
水や外水情報の共有

引続き継続実
施

・市町村向け川の防災情報による内
水や外水情報の共有

引続き継続
実施

・市町村向け川の防災情報による内
水や外水情報の共有

平成29年度
以降～

・市町村向け川の防災情報による内
水や外水情報の共有

平成28年度
以降～

・市町村向け川の防災情報による内
水や外水情報の共有

平成28年度
～

水防団等との共同点検等の実施及
び重要水防箇所の精査・見直し

Q
・水防団等との共同点検等の実施及
び重要水防箇所の精査・見直し

・消防団等との共同点検等の実施及
び重要水防箇所の精査・見直し

平成29年度
以降～

・水防団等との共同点検等の実施及
び重要水防箇所の精査・見直し

平成29年度以
降～

・水防団等との共同点検等の実施及
び重要水防箇所の精査・見直し
→未実施、次年度以降実施予定

平成29年度
以降～

・水防団等との共同点検等の実施
平成28年度
～

想定最大規模の洪水に係る浸水想
定区域図に基づいた水防計画の見
直し

D

・想定最大規模の洪水に係る浸水想
定区域図に基づいた水防計画の見
直し
→未実施

平成29年度
以降～

・想定最大規模の洪水に係る浸水
想定区域図に基づいた水防計画の
見直し

・想定最大規模の洪水に係る浸水想
定区域図に基づいた水防計画の見
直し

平成29年度
以降～

・想定最大規模の洪水に係る浸水
想定区域図に基づいた水防計画の
見直し

平成29年度以
降～

・想定最大規模の洪水に係る浸水
想定区域図に基づいた水防計画の
見直し
→現在見直し検討中

平成29年度
以降

・想定最大規模の洪水に係る浸水
想定区域図に基づいた水防計画の
見直し

平成30年度
以降～

・想定最大規模の洪水に係る浸水想
定区域図に基づいた水防計画の見
直し
→H30見直しに向け調整中

平成28年度
以降～

・想定最大規模の洪水に係る浸水想
定区域図に基づいた水防計画の見
直し

平成28年度
以降～

流域タイムラインを活用した水防団
等への連絡体制の再確認と伝達訓
練の実施や多様な主体による水防
活動の検討

C、S

・流域タイムラインを活用した水防団
等への連絡体制の再確認と伝達訓
練の実施
→未実施

平成29年度
～

・流域タイムラインを活用した水防団
等への連絡体制の再確認と伝達訓
練の実施

平成29年度
～

・流域タイムラインを活用した水防団
等への連絡体制の再確認と伝達訓
練の実施

平成29年度
～

・流域タイムラインを活用した水防団
等への連絡体制の再確認と伝達訓
練の実施

平成29年度以
降～

・流域タイムラインを活用した水防団
等への連絡体制の再確認と伝達訓
練の実施
→未実施、次年度以降実施予定

平成29年度
～

・流域タイムラインを活用した水防団
等への連絡体制の再確認と伝達訓
練の実施

平成29年度
～

・流域タイムラインを活用した水防団
等への連絡体制の再確認と伝達訓
練の実施
→自主防災会防災訓練にあわせて
実施

平成29年度
～

・流域タイムラインを活用した水防団
等への連絡体制の再確認と伝達訓
練の実施

平成29年度
～

水防団・自主防災組織・消防署等の
関係機関が連携した水防訓練の実
施

S

・消防団・自主防災組織・消防署等
の関係機関が連携した水防訓練の
実施
→防災訓練時に消防団を中心とした
水防訓練を実施した。

引続き継続
実施

・水防団・自主防災組織・消防署等
の関係機関が連携した水防訓練の
実施

・水防団・自主防災組織・消防署等
の関係機関が連携した水防訓練の
実施

平成29年度
以降～

・水防団・自主防災組織・消防署等
の関係機関が連携した水防訓練の
実施

平成29年度以
降

・水防団・自主防災組織・消防署等
の関係機関が連携した水防訓練の
実施
→9/21総合防災訓練実施

平成29年度
以降～

・自主防災組織・消防署等の関係機
関が連携した水防訓練の実施

平成28年度
以降～

・自主防災組織・消防署等の関係機
関が連携した水防訓練の実施
→H29は宇文自主防災会において
実施

平成28年度
以降～

・水防団・消防署等の関係機関が連
携した水防訓練の実施
→防災の日に併せて、町民参加の
避難訓練を実施

平成29年度
～

広報や勧誘などの活動による水防
団員数の確保

M ・水防団員数の確保
・消防団員に対する理解を深めるな
ど広報活動を推進するなど消防団
員数の確保に努める。

引続き継続
実施

・水防（消防）団を通して募集、勧誘
等を行い、団員数の確保を目指す

引続き継続実
施

流域タイムラインを活用した要配慮
者利用施設と連携した情報伝達訓
練や避難訓練の検討及び要配慮者
利用施設における避難確保計画の
作成に向けた支援の検討

N

・流域タイムラインを活用した配慮者
利用施設・関係各課と連携した情報
伝達訓練や避難訓練の検討及び避
難確保計画の作成に向けた支援の
検討

平成29年度
～

・流域タイムラインを活用した配慮者
利用施設・関係各課と連携した情報
伝達訓練や避難訓練の検討及び避
難確保計画の作成に向けた支援の
検討

平成29年度
～

・流域タイムラインを活用した配慮者
利用施設・関係各課と連携した情報
伝達訓練や避難訓練の検討及び避
難確保計画の作成に向けた支援の
検討

平成29年度
～

・流域タイムラインを活用した配慮者
利用施設・関係各課と連携した情報
伝達訓練や避難訓練の検討及び避
難確保計画の作成に向けた支援の
検討

平成29年度～

・流域タイムラインを活用した配慮者
利用施設・関係各課と連携した情報
伝達訓練や避難訓練の検討及び避
難確保計画の作成に向けた支援の
検討

平成29年度
～

・流域タイムラインを活用した配慮者
利用施設・関係各課と連携した情報
伝達訓練や避難訓練の検討及び避
難確保計画の作成に向けた支援の
検討。

平成29年度
～

・流域タイムラインを活用した配慮者
利用施設・関係各課と連携した情報
伝達訓練や避難訓練の検討及び避
難確保計画の作成に向けた支援等
について自主防災組織との連携
→H30以降防災訓練にあわせて取り
組むため調整中

平成29年度
～

・流域タイムラインを活用した配慮者
利用施設・関係各課と連携した情報
伝達訓練や避難訓練の検討及び避
難確保計画の作成に向けた支援の
検討。

平成29年度
～

要配慮者利用施設、大規模工場等
への浸水リスクの説明と水害対策等
の啓発活動

N

（3）社会経済活動の早期復旧

市町村向け川の防災情報による河
川水位や排水ポンプ場情報の共有

P
・市町村向け川の防災情報による内
水情報の共有　　　→H29該当なし。

平成28年度
～

・市町村向け川の防災情報による内
水情報の共有

平成28年度
～

・市町村向け川の防災情報による内
水情報の共有

平成28年度
～

・市町村向け川の防災情報による内
水情報の共有

平成28年度～
・市町村向け川の防災情報による内
水情報の共有

平成28年度
～

・市町村向け川の防災情報による内
水情報の共有

平成28年度
～

・市町村向け川の防災情報による内
水情報の共有

平成28年度
以降～

・市町村向け川の防災情報による内
水情報の共有

引続き継続実
施

想定最大規模の洪水を想定した排
水計画の検討及び排水ポンプ車等
による訓練の実施.

T、U、V
・想定最大規模の洪水を想定した排
水計画の検討　　　→未実施

平成29年度
以降～

・想定最大規模の洪水を想定した排
水計画の検討

平成29年度
～

・想定最大規模の洪水を想定した排
水計画の検討

平成29年度
～

・想定最大規模の洪水を想定した排
水計画の検討

平成29年度以
降～

・想定最大規模の洪水を想定した排
水計画の検討

平成29年度
以降～

排水計画無し
平成29年度
～

排水計画無し
平成29年度
～

排水計画無し
平成29年度
～

排水ポンプ車等による訓練の実施 U ・排水ポンプ車等による訓練の実施
引続き継続
実施

・排水ポンプ車等による訓練の実施
引続き継続
実施

・排水ポンプ車等による訓練の実施
引続き継続実
施

堤防決壊シミュレーションによる現地
条件を考慮した効果的な災害復旧
方法の検討

W

堤防決壊シミュレーションにおける堤
防天端を活用した緊急輸送路の活
用検討

W

南富良野町

1)水防活動の効率化及び水防体制
の強化に関する取組

2)要配慮者利用施設や大規模工場
等の自衛水防の推進に関する取組

1)排水活動の強化に関する取組

上富良野町富良野市砂川市滝川市赤平市芦別市
項目 課題の対応

2)緊急的な災害復旧工事に向けた
取組強化

中富良野町

４

nodake-h22aa
線
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Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２

堤防整備
札幌開発建設部
2建設管理部

～平成32年度 堤防整備を実施
（１建設管理部）

堤防整備を継
（１建設管理部）

無し － －

河道掘削
札幌開発建設部
2建設管理部

～平成32年度
河道掘削を実施
（２建設管理部）

河道掘削を継続
（札幌開発建設部）
（２建設管理部）

無し － －

遊水地整備 札幌開発建設部 ～平成32年度 － － － － － －

幾春別川ダムの早期完成 札幌開発建設部 ～平成32年度 － － － － － －

■大規模水害による壊
滅的な被害を軽減する
対策

各河川での危機管理型ハード対策の実施
（堤防天端の保護、堤防法尻の補強）

札幌開発建設部
2建設管理部

～平成32年度
危機管理型ハード対策の実施
（札幌開発建設部）
（２建設管理部）

危機管理型ハード対策を継続
（札幌開発建設部）
(２建設管理部）

無し － －

住民の避難行動を促し、迅速な水防活動を支援する
ため、スマートフォンを活用したリアルタイム情報を提
供するためのシステム構築

札幌開発建設部 平成28年度～
防災行政無線の整備と合わせ
て検討

引き続き継続実施 無し 南富良野町

洪水予報等をプッシュ型で情報発信するためのシス
テム構築

札幌開発建設部 平成29年度～
プッシュ型配信を30市町村を
対象に調整完了

H30.5～配信予定 無し －

 防災行政無線の改良や防災ラジオ等の活用検討 13市町 平成28年度～

活用検討、用配慮者への調査
研究、防災行政戸別受信機の
貸与、防災行政無線の整備検
討

防災行政無線の更新 改良検
討

無し
上富良野町、中富良野町、南
富良野町

滝川市、砂川市、上
富良野町、中富良野
町、南富良野町

水害リスクが高い箇所に対して、洪水時の避難勧告
等の発令判断に活用する水位計の整備

札幌開発建設部
2建設管理部

平成28年度～

簡易水位計の整備
（札建管内29箇所）
防災情報システムの整備（水
位計設置、情報配信）

引き続き継続実施 無し 中富良野町 －

 迅速な水防活動を支援するための水防資機材の整
備

札幌開発建設部
2建設管理部
3振興局
31市町村

引続き継続実施
迅速な水防活動を実施するた
め、水防資機材の整備

引き続き継続実施 無し
赤平市、富良野市、上富良野
町、中富良野町、南富良野町

赤平市、滝川市、砂
川市、富良野市、上
富良野町、中富良野
町、南富良野町

水防活動等の迅速化、水害対策に活用出来るハード
の整備

3市町 平成29年度～ － － － － － －

避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成

札幌開発建設部
2建設管理部
2気象台
37市町村

平成28年度～ 32市町村で各1河川作成済 引き続き継続実施 無し
芦別市、赤平市、富良野市、
南富良野町

芦別市、赤平市、滝
川市、砂川市、富良
野市、上富良野町、
中富良野町、南富良
野町

洪水が広範囲に及ぶ想定最大規模の洪水等を考慮
した流域タイムラインを作成し、隣接した市町村の境
界を越えた広域避難の計画や情報伝達について検
討

札幌開発建設部
2気象台
3振興局
北海道電力
37市町村

平成29年度～
モデル河川事務所で検討開始
し、
部会で周知

モデル河川事務所以外で検討
開始し、部会で周知

無し －

芦別市、赤平市、滝
川市、砂川市、富良
野市、上富良野町、
中富良野町、南富良
野町

自治体との事前協議も含めた分かりやすい洪水予報
伝達文への改良

札幌開発建設部
2気象台

～平成28年度
（改良済）

H28改良済 － 無し － －

水位周知河川等に未指定の区間について、指定等を
実施

札幌開発建設部
2建設管理部

平成30年度～ － 指定に向けての検討 無し － －

タイムラインを用いた洪水時の市町村機能を確保す
る対策（災対本部の移設等）の検討

37市町村 平成28年度～

流域タイムラインを用いた洪水
時の市町村機能を確保する対
策（災対本部の移設等）の検
討

流域タイムラインを用いた洪水
時の市町村機能を確保する対
策（災対本部の移設等）の検
討

無し
芦別市、赤平市、富良野市、
上富良野町、中富良野町、南
富良野町

芦別市、赤平市、滝
川市、砂川市、富良
野市、上富良野町、
中富良野町、南富良
野町

円滑に避難行動を実施するための避難計画の作成 1市1町 引続き継続実施 － － － － － －

情報伝達手段の多重化としてのコミュニティーFM放
送等との連携の検討

16市町 引続き継続実施

情報伝達手段の多重化として
のコミュニティーFM放送等との
連携の検討、活用、エリアメー
ルの活用

引き続き継続実施 無し 赤平市、富良野市
赤平市、滝川市、砂
川市、富良野市

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作
成と周知

札幌開発建設部
2建設管理部

～平成29年度
（作成周知済）

浸想を作成、周知済 － 無し － －

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づ
いたハザードマップの改良と周知

札幌開発建設部
37市町村

平成29年度以降～
想定最大規模の洪水に係わる
浸水想定に基づいハザード
パップの改良と周知

想定最大規模の洪水に係る浸
水想定区域図に基づいたハ
ザードマップの改良と周知

無し 赤平市、南富良野町

芦別市、赤平市、滝
川市、砂川市、富良
野市、上富良野町、
中富良野町

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づ
いたまるごとまちごとハザードマップの改良と周知

札幌開発建設部
3振興局
16市町

平成30年度以降 － － － － － －

水害リスクが高い箇所について、水防団、自治会等と
の共同点検を実施

札幌開発建設部
37市町村

引続き継続実施
札幌開発建設部、29市町村
水害リスクの高い自治会（自
主防災組織）との共同点検

継続実施 無し 上富良野町

芦別市、赤平市、滝
川市、砂川市、富良
野市、上富良野町、
中富良野町、南富良
野町

警報・注意報発表時の「危険度を色分けした時系列」
や「警報級の現象になる可能性」の情報提供

2気象台 ～平成29年度 気象庁HPで提供開始 － 無し － －

市民等を対象とした防災教育の実施、防災意識の啓
発

札幌開発建設部
3振興局
2気象台
37市町村

引続き継続実施

水防災教室の実施（札幌開発
建設部）、学校防災教育、自治
体防災訓練の展示、防災情報
の解説実施（２気象台）、住民
対象出前講座の実施、防災講
演会の実施

引続き継続実施 無し
赤平市,上富良野町、中富良野
町

芦別市、赤平市、滝
川市、砂川市、富良
野市、上富良野町、
中富良野町、南富良
野町

自治体首長が参加する水防災訓練を実施し、その実
施結果を踏まえたタイムライン等の見直し・修正

37市町村 平成28年度～

自治体首長が参加する水防災
訓練を実施し、その実施結果
を踏まえたタイムライン等の見
直し・修正

引続き継続実施 無し
芦別市、赤平市、富良野市、
上富良野町、中富良野町、南
富良野町

芦別市、赤平市、滝
川市、砂川市、富良
野市、上富良野町、
中富良野町、南富良
野町

全ての流域市町村の職員を対象とした「豪雨災害対
策研修」の継続実施

札幌開発建設部
3振興局
2気象台
37市町村

引続き継続実施 豪雨災害研修を実施 引き続き継続実施 無し
芦別市、赤平市、富良野市、
上富良野町、中富良野町、南
富良野町

芦別市、赤平市、滝
川市、砂川市、富良
野市、上富良野町、
中富良野町、南富良
野町

住民の水防意識啓発のため、S56洪水等の広報の充
実

札幌開発建設部
3振興局
37市町村

引続き継続実施
HPに広報掲載
広報誌への記事掲載、防災パ
ンフ配布（中富良野町）

引き続き継続実施 無し
芦別市、赤平市、富良野市、
上富良野町、中富良野町、南
富良野町

芦別市、赤平市、滝
川市、砂川市、富良
野市、上富良野町、
中富良野町、南富良
野町

ダム警戒体制に関する地元関係者への周知

札幌開発建設部
札幌建設管理部
北海道電力
22市町

引続き継続実施
地元地域へ放流開始等の通
知

引き続き継続実施 無し
砂川市、富良野市、南富良野
町

砂川市、富良野市、
南富良野町

市町村向け川の防災情報による河川水位や排水ポ
ンプ場情報の共有

札幌開発建設部
2建設管理部
3振興局
37市町村

引続き継続実施
市町村向け防災情報により共
有

引き続き継続実施 無し
芦別市、赤平市、滝川市、砂
川市、富良野市、上富良野
町、中富良野町、南富良野町

芦別市、赤平市、滝
川市、砂川市、富良
野市、上富良野町、
中富良野町、南富良
野町

水防団等との共同点検等の実施及び重要水防箇所
の精査・見直し

札幌開発建設部
2建設管理部
32市町村

引続き継続実施
水防団等との共同点検等の実
施及び重要水防箇所の精査・
見直し

水防団等との共同点検等の実
施及び重要水防箇所の精査・
見直し

無し
赤平市、富良野市、上富良野
町、中富良野町、南富良野町

赤平市、滝川市、砂
川市、富良野市、南
富良野町

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図に基づ
いた水防計画の見直し

35市町村 平成28年度～
想定最大規模の洪水に係る浸
水想定区域図に基づいた水防
計画の見直し

想定最大規模の洪水に係る浸
水想定区域図に基づいた水防
計画の見直し

無し
芦別市、赤平市、富良野市、
上富良野町、中富良野町、南
富良野町

芦別市、赤平市、滝
川市、砂川市、富良
野市、上富良野町、
中富良野町、南富良
野町

タイムラインを活用した水防団等への連絡体制の再
確認と伝達訓練の実施や多様な主体による水防活
動の検討

37市町村 引続き継続実施
流域タイムラインを活用した水
防団等への連絡体制の再確
認と伝達訓練の実施

流域タイムラインを活用した水
防団等への連絡体制の再確
認と伝達訓練の実施

無し
赤平市、中富良野町、上富良
野町、南富良野町

芦別市、赤平市、滝
川市、砂川市、富良
野市、上富良野町、
中富良野町、南富良
野町

水防団・自主防災組織・消防署等の関係機関が連携
した水防訓練の実施

札幌開発建設部
2建設管理部
36市町村

引続き継続実施

水防団・自主防災組織・消防
署等の関係機関が連携した水
防訓練の実施
町民参加の避難訓練時に浸
水想定図、タイムラインの周知
を実施。（札幌開発建設部）

水防団・自主防災組織・消防
署等の関係機関が連携した水
防訓練の実施

無し
芦別市、赤平市、富良野市、
上富良野町、中富良野町、南
富良野町

芦別市、赤平市、滝
川市、砂川市、富良
野市、上富良野町、
中富良野町、南富良
野町

広報や勧誘などの活動による水防団員数の確保 22市町村 引続き継続実施
広報や勧誘などの活動による
水防団員数の確保

引続き継続実施 無し 中富良野町、南富良野町
赤平市、中富良野
町、南富良野町

タイムラインを活用した要配慮者利用施設と連携した
情報伝達訓練や避難訓練の検討及び要配慮者利用
施設における避難確保計画の作成に向けた支援の
検討

37市町村 平成29年度～

自治体と連携し、DIG訓練等を
実通じてタイムライン作成に向
けた取組を実施（南富良野
町、札幌開発建設部、旭川建
設管理部）

流域タイムラインを活用した要
配慮者利用施設と連携した情
報伝達訓練や避難訓練の検
討及び要配慮者利用施設にお
ける避難確保計画の作成に向
けた支援の検討

無し
芦別市、赤平市、富良野市、
上富良野町、中富良野町、南
富良野町

芦別市、赤平市、滝
川市、砂川市、富良
野市、上富良野町、
中富良野町、南富良
野町

要配慮者利用施設、大規模工場等への浸水リスクの
説明と水害対策等の啓発活動

札幌開発建設部
3振興局
13市町

平成28年度～ － － － － － －

大項目 中項目 小項目 H29取組内容取組機関
スケジュール（上段：計画、下段：実績）

対象市町村H30以降取組内容 取組に向けた課題目標時期
Ｈ29取組済市町村

（重複自治体は主たる部会の
み記載）

■避難行動、水防活
動、排水活動に資する
基盤等の整備

■洪水氾濫を未然に防
ぐ対策

■要配慮者利用施設や
大規模工場等の自衛水
防の推進に関する取組

■情報伝達、避難計画
等に関する事項

ハード対策の主な取組

ソフト対
策の主な

取組

■平時からの住民等へ
の周知・教育・訓練
に関する事項

①大規模な洪水
氾濫に対して、
広域的な連携を
含む円滑かつ確
実な避難行動の
ための取組

■水防活動の効率化及
び水防体制の強化に
関する事項

②多数の箇所で
の長期間の活動
に備える社会経
済被害軽減のた
めの的確な水防
活動に関する取
組
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市町村向け川の防災情報による排水ポンプ場情報
の共有

札幌開発建設部
3振興局
37市町村

引続き継続実施
市町村向け川の防災情報によ
る排水ポンプ場情報の共有

引続き継続実施 無し
芦別市、赤平市、富良野市、
上富良野町、中富良野町、南
富良野町

芦別市、赤平市、滝
川市、砂川市、富良
野市、上富良野町、
中富良野町、南富良
野町

想定最大規模の洪水を想定した排水計画の検討
札幌開発建設部
29市町村

平成30年度～継続実施 － 排水計画検討実施 無し －
芦別市、赤平市、滝
川市、砂川市、富良
野市、

排水ポンプ車等による訓練の実施
札幌開発建設部
22市町村

引続き継続実施
空知建協と訓練を実施（札幌
開発建設部）

実施予定 無し 赤平市
赤平市、滝川市、富
良野市

堤防決壊シミュレーションによる現地条件を考慮した
効果的な災害復旧方法の検討

札幌開発建設部 引続き継続実施 引き続き検討の実施 引き続き検討の実施 無し － －

堤防決壊シミュレーションにおける堤防天端を活用し
た緊急輸送路の活用検討

札幌開発建設部 引続き継続実施 引き続き検討の実施 引き続き検討の実施 無し － －

関係機関による内水による浸水想定区域図の検討
札幌開発建設部
石狩振興局
札幌市

平成28年度～ － － － － － －

地下街における避難確保・浸水防止計画が未作成・
未実施の所有者（管理者）への作成働きかけ

札幌市 引続き継続実施 － － － － － －

流域タイムラインを活用した市街地や地下空間にお
ける事前の防災行動に向けた関係機関との調整及
び検討の実施

札幌開発建設部
札幌管区気象台
石狩振興局
札幌市

平成29年度～ － － － － － －

　

④高度に発達し
た市街地や地下
空間への浸水等
から、人命を守
り被害を軽減す
るための迅速な
避難や早期復旧
に向けた取組

■市街地や地下空間へ
の浸水からの迅速な避
難や早期復旧に関する
取組

■緊急的な災害復旧工
事に向けた取組強化

③広域かつ長期
の浸水被害に対
する社会経済活
動の早期復旧の

ための取組

■排水活動の強化に関
する取組
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

減災に係る取組状況の共有

札幌開発建設部
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プッシュ型配信の開始

○国土交通省では、「水防災意識社会 再構築ビジョ
ン」のもと、流域住民の主体的な避難を促進するため、
緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信
に取り組んでいる。

○札幌開発建設部ではＨ３０年５月１日から３０市町村
において洪水情報のプッシュ型配信を開始する。

○対象河川は洪水予報指定河川となり、氾濫危険情報
（レベル４）及び氾濫発生情報（レベル５）を契機に配信
する。
○配信対象内の携帯電話等（NTTトﾞコモ、KDDI・沖縄
セルラｰ、ソフトハﾞンク（ワイモハﾞイル含む））のユー
ザーが対象者となる。

配信する情報 配信契機

河川氾濫のおそれがある
情報

配信対象河川の基準観測所の水位が氾濫
危険水位に到達し、氾濫危険情報が発表さ
れた時

河川氾濫が発生した情報

（※河川の水が堤防を越え
て流れ出ている情報）

配信対象河川の基準観測所の受持区間で
河川の水が堤防を越えて流れ出る事象が発
生し、氾濫発生情報が発表された時

河川氾濫が発生した情報

（※堤防が壊れ河川の水が
大量に溢れ出している情
報）

配信対象河川の基準観測所の受持区間で
堤防が壊れ、河川の水が大量にあふれ出る
事象が発生し、氾濫発生情報が発表された
時

（北海道開発局）

１
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CCTVカメラの一般公開
北海道開発局が保有する河川管理用カメラの画像について、洪水氾濫の生じるおそれがある場合
等に住民の主体的な避難に資すると考えられるものをＨＰにて公開。（平成29年9月より開始）

河川リアルタイム情報システム

●URL
http://info-dam.hdb.hkd.mlit.go.jp/river/index.htm

カメラ画像表示のイメージ

管内238箇所の監視カメラ画像を10分毎
に更新しています。(H29.9現在)

「河川リアルタイム情報システム」では、
北海道開発局が管理する河川の水位を
リアルタイムで情報提供しています。

見たい地点のカメラの
マークをクリック！

札幌市・石狩市周辺

２
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避難勧告等の発令に着目したタイムラインの状況

〇石狩川下流域の32市町村すべてで代表1河川について策定済み。
○今後はすべての洪水予報河川・水位周知河川で策定するよう拡充する予定。

○河川水位、雨量、内水被害状況等の情報収集

○避難場所開設の指示（一部）

○必要に応じ、助言の要請

○指定要員の配置 ○管理職の配置

○巡視・水防活動状況報告

○気象情報の収集 ○体制等の検討

○避難準備情報発令を関係機関に通知

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保
○関係機関・業者への連絡調整

○避難場所増設の指示

【災害対策本部設置（市長登庁）】

○北海道に報告（義務）

○水防協力業者による水防活動

○災害対策機械の派遣要請（必要に応じて）

○リエゾン（開発局職員）からの
情報提供

○関係機関への応援要請（災害救助法、自衛隊派遣、政令市、協定企業等）
○災害対応業務（捜索・救助、緊急輸送道路確保、避難場所物資供給等）
○被災者への各種相談窓口の設置、被害情報の処理・集計
○避難指示発令を関係機関に通知 ○激甚法に係る調査

○被災状況に応じた配備体制の強化

○緊急速報メール、マスコミ、地下街等への連絡実施

○避難指示区域からの職員・関係業者の撤収指示の徹底

【緊急災害対策実施本部設置】

○避難状況の情報収集・整理、新規避難場所開設の検討等
○避難勧告区域からの職員・関係業者撤収指示

○緊急速報メール、マスコミ、地下街等への連絡実施

注意体制 ○関係職員への情報伝達

○地下街等に洪水予報伝達

○地下街等に洪水予報伝達

○巡視・水防活動状況報告

○巡視・水防活動状況報告

○地下街等に洪水予報伝達

○避難場所増設の指示

○リエゾン（開発局職員）からの情報提供

○リエゾン（開発局職員）からの情報提供
○氾濫発生情報の関係機関への通報

レ
ベ
ル
１

レ
ベ
ル
２
注
意

レ
ベ
ル
３
警
戒

レ
ベ
ル
４
危
険

水
位
危
険
度
レ
ベ
ル
↓

レ
ベ
ル
５

気象・水象情報

氾濫注意水位到達
○○水位観測所（水位○.○m）

氾濫発生

※台風上陸

◇大雨警報

◇台風に関する石狩・空知・後志地方気象情報

◇大雨・洪水注意報

◇台風に関する石狩・空知・後志地方気象情報
◇台風説明会実施
◇台風に関する石狩・空知・後志地方気象
情報（以後、気象情報は随時発表）

◇洪水警報

計画高水位到達
○○水位観測所（水位○.○m）

避難判断水位到達
○○水位観測所（水位○.○m）

◇必要に応じて気象支援資料の提供

水防団待機水位到達
○○水位観測所（水位○.○m）

札幌開発建設部・○○河川事務所

水防警報（待機・準備）

洪水予報（氾濫注意情報） 水防警報（出動）

○被災情報提供 （ホットライン）

洪水予報（氾濫発生情報）

○施設（ダム・樋門・排水機場等）の点検・操作確認

○リエゾンの派遣

○水防警報（指示）

緊急復旧、堤防調査委員会設置

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○リエゾン体制の確認

○協力機関の体制確認

○出水時点検（巡視） ○CCTVによる監視強化

【注意体制】

【警戒体制・災害警戒本部設置】

【非常体制・災害対策本部設置】

○樋門・排水機場の操作
○応援体制の確認 ○河川利用者への注意喚起
（防災エキスパート等） ○工事業者への連絡

○水防協力業者要請
（災害対策機械要請）

○防災ヘリコプター要請
○防災エキスパート要請

○避難勧告の助言
（水位予測結果）

○被災情報提供 （ホットライン）

○出水時点検（巡視避難）

○被災情報提供（ホットライン）

○ダム事前放流の指示・確認

洪水予報（氾濫警戒情報）

○TEC-FORCEの活動
○被害状況・調査結果等の公表
○緊急復旧工法の協議、策定

○防災ヘリコプターによる巡視、映像配信開始、被害状況の把握
（ヘリコプター等による迅速な状況把握）
○記者発表（破堤発生）

○被災情報提供 （ホットライン）
○記者発表（危険水位超過・災害対策本部設置）

○危険水位超過予測情報 (ホットライン)

越水発生
○○水位観測所（水位○.○m）

○○市

警戒配備体制の増強

緊急体制 避難準備・
高齢者等避難開始

氾濫危険水位到達
○○水位観測所（水位○.○m） 洪水予報（氾濫危険情報） 避難勧告発令

（対象区域）

非常配備体制

警戒配備体制

○緊急速報メール、マスコミ、地下街等への連絡実施

住民等

避難の継続（垂直避難含む）

○テレビ、ラジオ、インターネット
等による気象警報等の確認

○テレビ、インターネット、携帯
メール等による大雨や河川の
状況を確認

○広報車、緊急速報メール、
連絡網等による避難準備
情報の受信

○ハザードマップ等による避難
場所・避難ルートの確認

避難解除

○緊急カードの確認
○防災グッズの準備

○自宅保全

○避難の準備（要配慮者以外）

○広報車、緊急速報メール、
連絡網等による避難勧告
の受信

避難完了（垂直避難含む）

要配慮者避難開始

○緊急速報メール、連絡網等
による避難指示の受信

最終的な危険回避行動

避難指示(緊急)

-72h

-48h

-24h

-4.5h

-1.0h

-3.5h

-3.0h

-2.5h

○避難勧告発令を関係機関に通知

※気象、水位、被害状況等によって、対応内容・時期は異なる

避難勧告発令着目型タイムラインのイメージ

３
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

石狩川下流流域タイムラインについて

４
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石狩川下流の現状と課題

◆石狩川下流の現状と課題

•気候変動の影響により、広域的・多発的な大規模水害発生のリスクが高まっている。

•広域的・多発的な大規模水害発生が予想される場合、札幌開発建設部の本部、河川
事務所、ダム統管・支所の防災行動、各市町村への情報伝達に混乱が生じるおそれが
ある。

•広域的・多発的な大規模水害に対する石狩川下流域としての連携の仕組みが、体系
的に整理されていない。

広域的・多発的な大規模水害に対する備えとして、石狩川下流流域タイムラインを作成
し、石狩川下流域の防災システムを構築する必要がある。

５
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石狩川下流流域タイムラインとは

◆石狩川下流流域タイムラインの目的

•広域的・多発的な大規模水害による死者をゼロにし、社会経済の壊滅的被害を回避
する行動を支援する。

◆石狩川下流流域タイムラインの構成

札幌開発建設部河川管理者タイムライン（河川管理課・各河川事務所（ダム統管・支所含む））

札幌開発建設部（河川管理課、防災課）

A市タイムライン

市町村タイムライン（各市町村）

B市タイムライン C市タイムライン D町タイムライン

連
携
（情
報
提
供
・支
援
）

石狩川下流流域タイムライン

各河川事務所（ダム統管・支所含む）

北海道
気象台

６

nodake-h22aa
テキスト ボックス
13



石狩川下流流域タイムラインの成果について
◆札幌開発建設部河川管理者タイムラインの成果イメージ
「札幌開発建設部河川管理者タイムライン」作成にあたっては、「市町村タイムライン」
との連携内容（情報提供・支援）を組み込むものとする。

タイムラインの立ち上げ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

情報収集・受発信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ダム事前放流開始 ○ ○

水防活動・インフラ対応の準備 ○ ○

情報収集・受発信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

工事業者への連絡 ○

水防活動の実施 ○ ○

樋門操作 ○

情報収集・受発信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

氾濫警戒情報発表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

避難勧告の助言 ○ ○ ○ ○

被災情報の提供 ○ ○ ○ ○

水防活動の実施 ○ ○

情報収集・受発信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

氾濫危険情報発表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

災害対策本部設置 ○ ○

被災情報の提供 ○ ○ ○ ○

緊急対応の準備 ○ ○ ○ ○

情報収集・受発信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

逃げ遅れた人の救助活動 ○ ○ ○

堤防の応急復旧開始 ○ ○ ○ ○

作業員の撤退解除 ○

災害対策本部の廃止 ○ ○

破堤による外水氾濫
レベル5
破堤～復旧

0時間～
120時間後
（災害復旧）

気象・
水象状況

防災対応
レベル

時間の目安

堤防の決壊から
逆算した時間

行動項目

札
建
管
理
課

札
建
防
災
課

河
川
事
務
所
Ａ

各
市
町
村

北
海
道

気
象
台

ダ
ム
管
理
支
所
Ｂ

台風接近による大雨の
可能性が高まる

レベル1
準備

4日前～
1日前

水防団待機水位の超過
レベル2
早期避難

1日前～
12時間前

避難判断水位の超過
レベル3
避難

12時間前～
6時間前

氾濫危険水位の超過
レベル4
避難完了

6時間前～
0時間

（堤防の決壊）

７
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石狩川下流流域タイムラインの成果作成の進め方

◆札幌開発建設部河川管理者タイムライン
•実施主体である「河川管理課」、「河川事務所（ダム統管・支所含む）」、「札幌管区気
象台」によるワークショップを実施し、情報提供および防災行動項目を抽出・整理しな
がらタイムラインを作成する。

• まず、○○河川事務所タイムラインを作成し、その内容を踏まえて、他の河川事務所
タイムラインを作成する。

対象とする災害シナリオ設定

実施すべき防災行動（情報提供
含む）項目の抽出

防災行動の実施タイミングの設
定

防災行動の実施主体の設定

図－ 札幌開発建設部河川管理者タイムライン作成の流れ

【ハザード】
台風による広域的かつ大規模な直轄管理区間に
おける外水氾濫

【河川状況の評価地点】
石狩川、６大支川の洪水予報観測所のＬ1規模の
降雨・水位

【リスク】
Ｌ2規模の浸水想定区域および被災する重要施
設・福祉施設・道路等

８
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石狩川下流流域タイムラインの作成スケジュール

【2016年10月 第1回ワーキング】
Ｈ28出水の振り返り

【2017年10月 第2回ワーキング】
流域ＴＬの考え方・作成の進め方の共有

【第3回ワーキング】
各事務所ＴＬ検討（シナリオ共有、行動項目抽出）

【第1回 ○○河川事務所ＴＬ勉強会】
シナリオ共有、行動項目抽出

【第2回 ○○河川事務所ＴＬ勉強会】
行動タイミング、実施主体の整理

【第3回 ○○河川事務所ＴＬ勉強会】
ＴＬ（素案）の修正

【○○河川事務所ＴＬ（案）完成】

【第4回ワーキング】
各事務所ＴＬ検討（行動タイミング、実施主体の整理）

【第5回ワーキング】
各事務所ＴＬ検討（ＴＬ（素案）の修正）

石狩川下流流域
タイムラインワーキング

○○河川事務所
タイムライン勉強会

市町村
タイムライン

流域TLを運用するためのツー
ル

各機関・部署同士の情報送受信の仕組みを検討

石狩川下流流域タイムライン

【○○河川事務所ＴＬ（素案）完成】

【各河川事務所ＴＬ（素案）完成】

【各河川事務所ＴＬ（案）完成】

【出水後の見直し】

各市町村で作成

９
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石狩川下流流域タイムラインの今後の課題①

◆今後の課題

各市町村タイムライン作成後、北海道が調整役となり「広域避難」、「市町村間連携」を
石狩川下流流域タイムラインに組み込むことを検討する。

【広域避難における検討の流れ（案）】
（1）避難所の情報整理

•各市町村の避難所位置と定員の整理
•L2浸水想定区域外の避難所整理

（2）広域避難先の検討
•近隣市町村間でアクセス可能な避難所の設定
•定員を超える避難者の避難先検討（超過収容の許容、仮設避難所開設）
•浸水情報をもとに、避難所状況を一元管理し、広域避難先を割り振るシステムを作成（各市町村も情報
共有できるようにしておく）

（3）北海道による広域避難おける市町村間連携調整の仕組みの検討
•広域避難先（案）を対象市町村に提示して、他市町村への避難及び避難受け入れの協力を要請する仕
組み作る（協定締結などにより実効性を持たせる）。

流域タイムラインに組み込む
１０
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石狩川下流流域タイムラインの今後の課題②

A市タイムライン

市町村タイムライン（各市町村）

B市タイムライン C市タイムライン

石狩川下流流域タイムライン

【広域避難の連携を組み込んだ流域タイムラインの構成】

連携
（広域避難）

連携
（広域避難）

北 海 道

連
携

（情
報
提
供
）

連
携

（情
報
提
供
）

市
町
村
間
の

連
携
を
調
整

札幌開発建設部河川管理者タイムライン（河川管理課・各河川事務所（ダム統管・支所含む））

札幌開発建設部（河川管理課、防災課）

連
携
（情
報
提
供
・支
援
）

各河川事務所（ダム統管・支所含む）

北海道
気象台

１１
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平成３０年度石狩川水系豊平川総合水防演習

平成３０年６月１７日（日） ９：００～１２：００（予定）

開催日時

過去の水害

豊平川上流では昭和56年8月に土
砂災害により大きな被害を受けた実
績がある。
北海道の中枢である政令指定都市
札幌市は人口・資産が集中するととも
に、高齢化による要配慮者利用施設
が増加している。また、氾濫域には地
下鉄や地下街等多数の地下空間を有
している。
今後、破堤氾濫が発生した場合、短
時間で都市部に到達し、避難行動や
避難誘導を困難にするだけでなく、大
きな混乱と甚大な被害が発生する。

流域の抱えるリスク

【総合水防演習会場】
札幌市東区東雁来町地先
（豊平川左岸：KP５．０近傍）

土砂災害

S56.8 低気圧に伴う豪雨
（札幌市）

札幌市 江別市

当別町

石狩市

開催場所

S56.8 低気圧による出水
（札幌市）

洪水

H23.9 停滞前線による出水
（札幌市）

洪水

出水に備え、水防機関の密接な連
携と水防技術の向上、並びに水防意
識の高揚を図ると共に、水防に対する
地域住民の理解と協力を求めることを
目的とする。

演習の目的

１２
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平成３０年度石狩川水系豊平川総合水防演習

記録的な大雨により、豊平川上流部で土砂崩落が発生
流出した土砂による家屋の倒壊、走行中の車両の
埋没、道路橋の流出等の被害が発生

道路管理者による土砂崩落発生箇所での国道通行止め
TEC-FORCE及び建設コンサルタンツ協会による被害状況調査
分解組立バックホウ等の無人機械による土砂崩落箇所の無人化施工
自衛隊による橋梁流出箇所の仮設橋設置
建設業協会による流出土砂や放置車両による通行不能箇所の道路啓開
北海道警察による土砂崩落に伴う埋没車両救助
札幌市消防局による倒壊家屋救助 等

訓練概要
【分解組立バックホウ】

土砂災害

大型の台風による記録的な豪雨
激しい流れにより豊平川で堤防浸食が発生
豊平川の水位が上昇し、堤防や基盤から漏水が発生
更に豊平川の水位が上昇し、堤防が決壊

水防団・消防団による段階に応じた水防工法活動
災害対策現地合同本部の設置（テレビ会議）
河川協力団体による住宅浸水防止活動
TEC-FORCEによる内水排除
赤十字奉仕団による避難住民への応急給食
札幌市消防局（ヘリコプター）による孤立者救助 等

洪 水

訓練概要
【水防工法（積土のう工）】

【道路啓開訓練】 【仮設橋設置訓練】

【住民避難・要配慮者支
援】 【住宅浸水防止訓練】

（町内会自主防災組織）
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【北海道】石狩川流域自治体による豪雨災害対策職員研修が実施されました。

目 的：石狩川流域46市町村の共通の課題である、大規模水害への意識の風化や、職員の
異動による専門知識の薄弱化といった背景を受けて、豪雨災害に素早く的確に対応
できる職員の養成を図る。

実 施 日：平成29年7月27日～28日
実施場所：滝川市役所、滝川西高等学校（PC活用研修のみ）
参加機関：流域27自治体、開発局、気象台、道職員 計109名
実施内容：講話（E-TReC鈴木理事長、南富良野町池部町長）、気象情報・河川情報研修、危機

管理演習等

平成29年度石狩川流域圏会議 豪雨災害対策職員研修の概要

平成29年度石狩川流域圏会議 豪雨災害対策職員研修の実施状況

１４
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風水害の災害発生が予想される段階の対応及び災害が発生した際の対応についてグループ討議を
行い、「風水害時における災害対応の理解度向上」及び「部内・関係自治体等との連携強化」を図る。

主な意見風水害図上訓練（DIG方式）（１０月１３日、１７日）

風水害図上訓練（ＤＩＧ方式）の実施

• 簡単な状況付与の下、被害予想や災害対応などにつ
いてグループで議論する訓練手法

• 議論の結果から課題を明らかにするとともに解決策
についても検討する

○訓練条件
• 南空知地域（岩見沢市周辺）で低気圧の影響により、
局地的な豪雨が発生

• 河川での堤防決壊・氾濫、道路での冠水・通行規制、
農業での頭首工被災等が発生

オブザーバーとして、空
知総合振興局、岩見沢市、
三笠市の防災担当者にも
参加いただきました

訓練では活発な議論が行われ、主に以下の対応が必要と整理
されました。

○関係自治体等との対応
• 関係自治体等との連絡調整窓口を事前に整理
• 関係自治体等との迅速な連絡体制の確立と情報共有
• 関係自治体と迅速に情報共有するため、ホットラインを活
用

• 関係自治体の避難情報の収集
• 早期のリエゾン派遣に向けた準備
• リエゾンを介した円活かつ迅速な支援

○札幌開発建設部部内での対応
• 防災関係マニュアル等の事前確認
• 災害が長期にわたる場合の体制確保、応援要員の整理
• 水防資機材の備蓄状況を事前に確認
• 職員の健康管理への配慮
• 食料・備蓄資材の準備
• 他開発建設部・地方整備
局からの派遣受入体制の
確立
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学校教育における防災・河川教育への支援の取り組み

背景

小中学校の授業において、河川の自然や治水の歴史について学び、地域の災害リスクや防災・減災の取り組みについての理解を
深めることで、自然災害から命を守るために必要な心構え・知識・判断力・行動力等を養うことを目的としています。

目的

平成28年には観測史上初めて北海道に3つの台風が上陸し、その直後に接近した台風
10号の影響により、各地で甚大な被害が発生したことなどを受けて、近年、北海道にお
いても自然災害に対する備えの重要性が再認識されています。

自然災害から命を守るためには、幼少期からの防災教育が重要であるため、災害対応の
実務を担う北海道開発局では、学校教育現場における防災教育に対する支援の取り組みを
強化しています。

平成28年の台風で浸水した南富良野町

学校教育支援の取り組み内容

学校教育における防災教育・河川教育への支援の取り組みは、教育委員会や学校のニーズに合わせて提供しますが、主な支
援の取り組みとしては、以下の３つがあります。

① 地域に応じた教材の提供
地域における過去の災害の写真や映像を用いた教材や、地域にある災害から暮らしを守

るための施設（ダム、遊水地、放水路等）についての教材など、授業で使える教材を提供
します。

② 教員への防災・河川教育に関する解説
学校の授業において防災・河川教育を取り入れるためには、教員の知識が必要になるた

め、学校・教員の要請に応じて、授業に向けて防災・河川教育に関する解説を行います。

③ 指導計画、発問・板書計画等の検討支援
地域教材を用いた授業の指導計画、発問・板書計画等について、教育委員会・教科研究

会などからの要請に応じて協働による検討の支援を行います。 地域教材を用いた防災・河川教育の授業
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学校教育支援の事例

平成28年度、学校教育への支援として、石狩市を対象として、教育委員会及び小学校との協議により、対象とする学年、教
科・単元等を設定し、指導計画、発問計画・板書計画及び地域教材について検討の上、八幡小学校で試行授業を実施しました。

石狩市教育委員会が主催し、教育委員会及び小学校教員、
関係機関で構成する石狩市防災教育プロジェクトチーム会
議の協働により、小学校5年生の社会５時間を対象として、
検討を支援しました。

石狩市立八幡小学校において、作成した指導計画及び教
材を基にして試行授業を実施していただきました。

防災教育
プロジェクトチーム会議 八幡小学校での試行授業

小学5年生社会の教材例（石狩市）
石狩市の周辺にある水害から暮らしを守る施設（捷水路、放
水路、ダム等）について学ぶワークシートを作成しました。

●地域教材の事例

●教育委員会の検討支援の事例

●発問・板書計画の事例

小学5年生 社会（5時間）の授業の流れに沿って教員から児童への発問を示す計画
と各授業の板書計画を作成しました。

平成28年度 石狩市立八幡小学校（5年生） 平成28年12月7日

平成29年度
（教育委員会）

第1回防災教育プロジェクトチーム会議 平成29年6月26日

平成29年度（授業予定） 石狩市立緑苑台小学校 平成29年11月14日

石狩市立八幡小学校 平成29年12月14日

石狩市立厚田小学校 平成29年12月19日

●平成29年度 実施予定
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札幌市「水害に備える ～効果的な防災対策～」勉強会

札幌市と札幌開発建設部が一体となって水害時の被害軽減を目指すために、防災の専門家による講演
や意見交換を実施する勉強会を開催しました。今後も引き続き勉強会を進めていきます。

第１回勉強会 第2回勉強会
■ 開催日時 平成29年8月2日(水)

■ 実施場所 TKPガーデンシティ札幌駅前

■ 参 加 者 札幌市、札幌開発建設部 計40名

東京大学大学院情報学環の松尾一郎客員教授による講演が行
われました。松尾客員教授は、国内各地のタイムライン検討会座長
等を務められているタイムライン防災の第一人者であり、『毎年のよ
うに発生している水害では、対応にあたる市町村職員の経験が乏し
く、職員参集や情報収集・伝達、業務の集中による「抜け」「漏れ」な
ど、同じ問題を繰り返している』と指摘されました。

その後、「水害時の対応の課題や懸念事項」「タイムライン防災に
ついての疑問や期待など」の２つのテーマで、以下の意見交換が行
われました。
①庁内の防災体制について、②住民の対応について、③要配慮
者対策について、④関係機関との連携について、⑤タイムライン防
災に関する質問・疑問と期待について。

■ 開催日時 平成29年10月5日(木)

■ 実施場所 わくわくホリデーホール(札幌市民ホール)

■ 参 加 者 札幌市、札幌開発建設部 計28名

前回に引き続き、東京大学大学院の松尾客員教授から、第1回で
挙げられた意見を踏まえて、水害対策やタイムライン防災に関する
話題提供が行われました。

松尾客員教授による話題提供に引き続き、参加者との意見交換
が行われました。参加者からは、住民が自主的に避難できることが
重要であるといった意見が挙げられました。

最後に、水害タイムラインの検討は、災害リスクが高まったときに、
住民にどう動いてもらえるかが最重要課題であり、市内の各地域の
特性に合わせてどのような防災体制をとっていくことが効果的かを
検討する良い機会になることが共有されました。
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減災に係る取組状況の共有

札幌開発建設部（空知川河川事務所）
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Hokkaido Regional Development Bureau , Ministry of Land , Infrastructure , Transport and Tourism

災害復旧工事における危機管理型ハード対策等の実施

H28年洪水により被災した幾寅築堤において、堤防破堤及び周辺被災箇所の災害復旧工事による堤防盛土、護岸工等を実施した。また危
機管理型ハード対策として堤防天端の保護及び裏法尻の補強を実施し、大規模水害による壊滅的な被害軽減対策を行った。

災害復旧におけるハード対策定規図

※危機管理型ハード対策
天端保護工

裏法尻補強

※仮に堤防から越水した場合でも決壊までの時間を
少しでも引き延ばすよう堤防構造を工夫する対策
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Hokkaido Regional Development Bureau , Ministry of Land , Infrastructure , Transport and Tourism

堤防決壊シミュレーションによる効果的な災害復旧方法の検討

【 主な意見・課題 】

・決壊箇所が複数箇所発生す
る検討が必要。

・破堤幅は河道条件により想
定以上に被災する可能性があ
る。

・橋梁や道路の被災に伴い接
続道路が通行止めとなる可能
性がある。

・既往検討では、早期対応で
検討しているが通行止めや資
材確保等様々な制約により着
手の遅れも想定される。

・復旧工法決定に時間を要す
る事から事前の検討が必要。

・事務所管内の均等な資材備
蓄配置が必要。

今年度は、H28年度に発生した堤防決壊の実現象と既往の堤防決壊をシミュレーション結果を比較し、今後の課題や対策方法について意見交換を行った。

H29.7.27 シミュレーションに関する意見交換
参加機関：札幌開発建設部、空知川河川事
務所、河川防災エキスパート、各自治体、災害
協定業者）

破堤幅の比較 搬入道路の比較

復旧工法の比較
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市民防災イベント（赤平市）と連携した水防災教育の実施

石狩川下流域に位置する赤平市では、毎年防災週間にあわせて「安全の
駅※」防災の日イベントとして、市民防災体験会が開催されています。

このイベントの一環として、札幌開発建設部空知川河川事務所では、赤平ラ

ブリバー推進協会（河川協力団体）と連携して、隣接する赤平水防拠点の資材
倉庫を利用し、赤平中学校の生徒を対象に防災教育を行いました。

水害や洪水の事例として、平成２８年８月洪水の空知川の堤防決壊や災害
復旧工事も含め堤防や樋門、ダムの仕組み、役割などについて学習をしまし
た。

※「安全の駅」：平成２０年に、民間の建設会社がガソリンスタンドの跡地を利用し設

置した施設で、AEDやパトロールカーが配置されており、地域の防災の拠点や
各種イベントに活用されている。

「安全の駅」で行われた市民防災体験会の様子

説明を聞く生徒たち

水防災教育の実施概要

■実施日：平成２９年９月５日（火）

■場 所：北海道赤平市水防拠点

■参加者：赤平中学校生徒

1年生 ５０名
■内 容：「水の災害について

学ぶ」と題した防災

教育を実施

◆石狩川下流地域では、氾濫が発生することを前提として社会全体に備える「水防災意識社会」の再構築に取り組んでいます。
（参考）札幌開発建設部HP：http://www.sp.hkd.milt.go.jp./Kasen/11saigai/14gensaitaisakuiinkai/index.html
自然災害から命をまもるためには、幼少期からの防災教育が重要であり、災害対応の実務を担う札幌開発建設部では、教育現場における防
災教育の支援を行っています。

水防災教育の様子（水防拠点資材倉庫）

救命訓練 こども駆け込み訓練

シートベルト効果体験 車両非常時脱出体験

事務所職員からの空知川（南富良野町）の堤防決壊、災害復旧工事の状況などを説明

札幌開発建設部
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減災に係る取組状況の共有

芦 別 市

nodake-h22aa
テキスト ボックス
30



芦別市で防災・減災に向けた防災訓練を実施しました。

平成２９年度芦別市防災訓練の概要

目 的
災害対策基本法に基づき、芦別市地域防災計画で定める災害に対処するため、市及び防災関係機関と
の相互連携及び協力関係を確立し、災害応急対策等の一連の対応を迅速かつ的確に実施するとともに、
地域住民に対する防災知識の普及と意識の高揚を図る。

実 施 日 平成２９年度８月３０日（水）０８：００～１２：００

実 施 場 所 啓南多目的研修センター（芦別市上芦別町３８）

参 加 機 関
芦別市、芦別市防災会議、陸上自衛隊滝川駐屯地第１０普通科連隊
芦別警察署、芦別消防署・消防団、上芦別町第５町内会、三菱町内会
北海道地域防災マスターあしべつ倶楽部

参 加 人 数 約１８０名

実 施 内 容
○大雨による土砂災害、河川氾濫の発生に備えた防災訓練
・対策本部設置訓練、避難行動訓練、避難所開設・運営訓練、水防訓練
応急救護訓練（止血法・ＡＥＤ取扱及び実習）など

平成２９年度芦別市防災訓練の実施状況

避難行動訓練 応急救護訓練避難所開設訓練
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減災に係る取組状況の共有

赤 平 市
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◆赤平市総合防災訓練の実施

・目 的 災害に係る危機管理体制の確立、防災関係機関の密接な連携強化と災害応急対策に係る諸般活動技術の向上

及び地域住民の防災意識の高揚を図ることを目的とする。

・日 時 平成29年8月26日 (土) 9：30 ～ 12：30

・訓練場所 赤平中学校屋内体育館及び周辺

・協力機関 各町内会（若木町、文京町、字豊里、東豊里町、西豊里町）

滝川地区広域消防事務組合 （赤平消防団、赤平消防署）

北海道警察 札幌方面 赤歌警察署 陸上自衛隊 第10普通科連隊

・参加人数 約200名

・訓練内容 呼集訓練、災害対策本部設置運営訓練、警戒巡視訓練、災害広報訓練、避難誘導訓練、住民避難訓練、

避難所開設運営訓練、給水訓練、救助救急訓練、土砂流出防止訓練、炊出し訓練

○ 平成29年度赤平市総合防災訓練の実施状況

○ 平成29年度赤平市総合防災訓練の概要
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◆防災マップの更新

赤平市洪水ハザードマップ（旧）
平成22年3月発行

平成22年から7年間使用。

A1サイズで両面刷り1枚。地区版が無い為、
細かい確認が出来ない。

赤平市防災マップ（新）
平成29年8月発行

想定最大規模の洪水想定に対応。従来のサイズから
A2両面刷りに変更し、A3サイズの地区版を両面刷
りで作成。A2が1枚、A3が7枚の計8枚構成。

想定最大規模の洪水想定に対応させた防災マップを平成29年8月発行。
広報あかびら8月号と一緒に全戸配布済み。
地区版を作成することによって、自分の地区の避難経路等も確認しやすく作成。
また、マップの名称も、市民から『”ハザード“ と言う言葉が分かりずらい』とのことで『赤平市洪

水ハザードマップ』から『赤平市防災マップ』に変更。

nodake-h22aa
テキスト ボックス
34



減災に係る取組状況の共有

富良野市
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【富良野市】9月21日総合防災訓練を実施しました

目 的：災害時における初動訓練を実施することにより、行政機関及び地域住民が災害発生時に迅速

かつ適切な行動をとれるよう、総合防災訓練を実施。

実 施 日：平成29年9月21日（木）

実施場所：富良野地域人材開発センター、富良野市役所、ほか

実施機関：富良野市、広域連合富良野消防署、広域連合富良野消防団、富良野市赤十字婦人奉仕団、

陸上自衛隊上富良野駐屯地第104特科大隊、旭川地方気象台、株式会社ラジオふらの、

各自治会

参加人数：338名

実施内容：大雨災害に伴う避難訓練、対策本部伝達訓練、炊き出し訓練、応急給水訓練、排水作業訓練

平成29年度富良野市総合防災訓練の概要

平成29年度富良野市総合防災訓練の実施状況
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減災に係る取組状況の共有

上富良野町
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防災・減災に向けた取組(上富良野町）

○災害時備蓄計画

【概要】

H27～H31の5年間で備蓄品を整備する。

【主な備蓄品】

食料：5,000食、飲料水：5,000㍑、毛布：6,000

枚、簡易トイレ10台、発電機：9機 他

・上富良野町災害時備蓄計画に基づき、備蓄品を整備
・十勝岳噴火総合防災訓練の実施を通じて、地域住民の防災意識の普及と高揚を図る
・自主防災組織の自助・共助による防災体制の構築
・避難行動要支援者プラン（個別支援計画）の作成

○避難行動要支援者プランの作成

【概要】

①災害時避難行動要支援者名簿作成（町）

②個別支援計画（住民会・自主防災組織）

③避難行動要支援者名簿の更新（町・随時）

○十勝岳噴火総合防災訓練の実施

【概要】

各関係機関及び住民会

（自主防災組織）と連携

した、実践的な防災訓練

を実施。今年度は、北海

道の総合防災訓練と連携して実施する。

○自主防災組織の防災体制の構築

①25の住民会全てに自主防災組織があり、

H24～26に防災士取得事業により、全自主

防災組織に防災士を配置

②防災士の研修を毎年実施

（H29は札幌管区気象台研修等を実施）

③自主防災組織への防災活動の促進を目的
に補助金交付を実施
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減災に係る取組状況の共有

中富良野町
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目 的 ：

実 施 日 ： 平成２９年７月８日（土）
実施場所：

参加機関：

参加人数： ２７２名
訓練想定： 大雨によるヌッカクシ富良野川の氾濫
実施内容：

実 施 状 況

【中富良野町】宇文地区防災訓練を実施しました。

地域住民と防災関係機関が連携を図り地域防災訓練（避難訓練等）を実施することにより、地域住民の防災意識向上を図るとと
もに実際の災害時にも迅速かつ適切な対応がとれるよう地域住民と防災関係機関の意識共有を図ることを目的とする。

宇文地区、避難所（宇文小学校体育館、旭中地区集会施設、ふれあいセンターなかまーる）、災害対策本部（町役場庁舎）

中富良野町、宇文連合会自主防災会、富良野広域連合中富良野消防支署、中富良野消防団、宇文小学校、陸上自衛隊上富良
野駐屯地第３地対艦ミサイル連隊、富良野警察署

地域住民の避難訓練、消防団及び警察によるローラー作戦、陸上自衛隊による逃げ遅れ者救出搬送、避難所における炊き出し
訓練、災害対策本部訓練、災害備蓄品等の展示

訓 練 概 要
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減災に係る取組状況の共有

南富良野町
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南富良野町防災訓練の実施

昨年８月台風１０号の豪雨により南富良野町は、甚
大な洪水被害を受けました。

この災害を教訓に、行政と住民との情報伝達の仕
組みづくりの見直しを現在進めています。こうした
取組が完成するまでの間、南富良野町が出来ること
を進めていかなければならないことから、地域の特
性に応じた防災体制の確立と町民の防災意識の高揚
による減災の実現を目的に、地域防災訓練を実施し
た。

また、「８月３１日」を南富良野町「防災の日」

と位置づけた。

☆札幌開発建設部から参加者へ浸水想定区域図及び
避難勧告発令着目型タイムラインの説明があった。

地域防災訓練概要

実施日 平成２９年９月４日（月）

（防災の日週間）

実施場所 南富良野小学校体育館

参加地域 幾寅地区（東町・西町・千木町・岐阜・

浅野・松井・山畔）

参加者数 ５０人

訓練内容 避難所までの位置確認のため、徒歩避難

非常食の試食。児童の保護者引き渡し訓練

訓練想定 午前１１時 空知川増水により氾濫の恐れ

があり 対象地区は参加地域

行 動 町広報車にて避難指示

住民避難開始・安否確認

児童の保護者への引き渡し

関係機関 札幌開発建設部・富良野広域連合消防

町立南富良野小学校
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南富良野町防災訓練の実施
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