
減災に係る取組状況の共有

資料－１

第3回 石狩川下流域外減災対策協議会 雨竜川外地域部会

平成30年1月23日



概ね5年で実施する取組　　（雨竜川外地域部会　その1）

1・ハード対策の主な取組

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 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
・河道掘削を実施
・雨竜川ダム再生事業の調査検討

～平成32年
度

・堤防整備、河道掘削を実施
引続き継続
実施

・堤防整備、河道掘削、護
岸工等を実施

引続き継続
実施

堆積土砂等の撤去
引続き継続
実施

・立木処理、土砂上げ等
維持管理の適正な実施。

引続き継続
実施

・立木処理、土砂上げ等
維持管理の適正な実施。

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

～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
～

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

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。

平成29年度
～

・緊急速報メールを活用し
た洪水情報のプッシュ型
配信の利用

平成３０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

・町連協の自動起動FM防
災ラジオの購入支援（予
定）
・FM災害時放送強靭化
（予定）

平成30年度
～

・高齢者に配慮し、防災行
政無線の改良や防災ラジ
オ等での連絡方法の検討

平成28年度
～

防災行政無線（全戸）のア
ナログからデジタル化へ
の移行

平成31年度
平成32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
・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。

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

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

・Jアラート新型受信機の
導入（予定）
・防災無線（移動系）デジ
タル化工事

平成30年度
～

・水防活動の迅速化、田
んぼダム等の水害対策に
活用出来る対策の推進

引続き継続実
施

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 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。

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
～

・本格導入に向けて準備
検討（予定）

平成30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

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

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。

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
～

・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

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
～

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
（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）

・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
～

・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

・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FMなかそらちと
の防災協定の締結をさら
に発展させ連携強化を図
る

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

・より伝達しやすい情報伝
達手段の検討

平成28年度
～

・登録制メールを活用し、
災害時の正確な情報を伝
達する。

平成30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
～

・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30年度
～

・防災講習などでの情報
提供や紹介

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。

平成29年度
以降～

・想定最大規模の浸水想
定区域図に基づき、TLを
運用できる住民目線に
立った洪水ハザードマップ
検討と作成（予定）

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

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

・想定最大規模の浸水想
定区域図に基づき、逃げ
遅れゼロを目指すために
まるごとまちごとハザード
マップの検討と設置（予
定）

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
づいたまるごとまちごとハ
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
づいたまるごとまちごとハ
ザードマップの改良と周知

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

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

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

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

引き続き継続
実施

・水害リスクが高い箇所の
共同点検

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

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

・洪水を想定した防災訓
練（避難・避難所に着目し
た）（予定）

平成30年度
以降～

・市民を対象とした防災活
動の啓発を実施

引続き継続
実施

・小中学生を対象とした防
災教育の実施
・町内会又は自主防災組
織での災害訓練を実施

・平成29年度
以降～
・引き続き継
続実施

・小・中学生を対象とした
防災教育の実施

引き続き継続
実施

・小学生を対象とした防災
教育の実施

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

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30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

・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

・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」の継続実施

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。
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
～

住民意の水防意識の啓発
（向こう3軒両隣：町内会
回覧等）

・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、S56洪水等の広報
の充実

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

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。

引続き継続
実施

・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。

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

・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

札幌建設管理部
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 深川市 奈井江町 浦臼町

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
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

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 滝川市 砂川市

深川市 奈井江町 浦臼町

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 北海道電力 滝川市 砂川市



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 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

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※水防災ラン
チャーのモデル事業

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

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

・関係機関との共同点検
等の実施及び重要水防箇
所の精査・見直し

平成30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～

・関係機関等との共同点
検等の実施及び重要水防
箇所の精査・見直し

引続き継続実
施

・関係機関等との共同点
検等の実施及び重要水防
箇所の精査・見直し

引き続き継続
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

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

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

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

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

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

平成30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

平成29年度
以降～

・流域タイムラインを活用
した関係機関等への連絡
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30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
・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

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

・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30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

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

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

広報や勧誘などの活動による水防
団員数の確保

M
・水防団員数の確保に向
け、現職団員による勧誘
やポスター等による周知

引続き継続実
施

・水防団員数の確保
引き続き継続
実施

・水防団員数の確保

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

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30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30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

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
※水防災ランチャーのモ
デル事業

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

・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

・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～

・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30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

・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よる現
地条件を考慮した効果的な災害復旧
方法の検討

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

引続き継続
実施

浦臼町

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

札幌建設管理部 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 滝川市
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

砂川市 深川市 奈井江町



概ね5年で実施する取組　　（雨竜川外地域部会　その2）

1・ハード対策の主な取組

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 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
・河道掘削を実施
・雨竜川ダム再生事業の調査検
討

～平成32年
度

・堤防整備、河道掘削を実施
引続き継続
実施

・堤防整備、河道掘削、護
岸工等を実施

引続き継続
実施

・土砂上げ、倒木処理等
の適正維持管理

引続き継続
実施

・各河川での整備を検討
中

引続き継続
実施

・一級河川秩父別桜川の
左岸堤防設置を要望中

引続き継続
実施

・土砂上げ、倒木処理等
の適正維持管理。

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

～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
～

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

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。

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 ・防災無線全戸配付済み 平成９年度～
・高齢者に配慮し、防災行
政無線の改良や防災ラジ
オ等の活用を検討

平成２９年度
以降

・防災行政無線の改良に
ついて検討（アナログ→デ
ジタル）

防災行政無線の更新整備
平成33年度
予定

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。

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

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・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
材の整備

引続き継続
実施

・急排の建屋完成済
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

・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
・水防活動の迅速化、水
害対策に活用出来るハー
ドの整備

平成2９年度
以降

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 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。

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
～

・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
～

・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5月
作成済み

・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

平成29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

・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。

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
～

・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

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
（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）

・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
～

・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

・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
～

・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29年度
以降～

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
の検討

平成29年度
以降～

・情報伝達手段の多重化
検討（防災行政無線更新
事業伴い検討）

平成33年度
以降

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
～

・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30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。

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
づいたハザードマップの
改良と周知

平成29年9月
改良。10月に
全戸に配布

・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30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

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

・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

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

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

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

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
づいたまるごとまちごとハ
ザードマップの改良と周知

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
・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

引続き継続
実施

・水害リスクが高い箇所の
共同点検

適宜
・水害リスクが高い箇所の
共同点検

引き続き継続
実施

・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

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

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

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

・３年に１回総合防災訓練
を実施

平成18年度
～３年に１回

・小学生を対象とした防災
教育の実施

平成29年度
以降

・小学生を対象とした防災
教育の実施

・地域の実情に合わせた
防災訓練を隔年実施。

平成27年度
～
隔年実施

・地域の実情に合わせた
防災訓練を実施。

平成２９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
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～

・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
～

・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～

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

・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

・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」の継続実施

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。
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
～

・住民の水防意識啓発の
ため、S56洪水等の広報
の充実

平成29年度
～

・住民の水防意識啓発の
ため、S56洪水等の広報
の充実

平成29年度
以降

・住民の水防意識啓発の
ため、S56洪水等の広報
の充実

・住民の水防意識啓発の
ため、S56洪水等の広報
の充実

平成30年度
以降

・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
～

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。

引続き継続
実施

・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。

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

・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

秩父別町 雨竜町 北竜町

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 北海道電力 新十津川町 妹背牛町

秩父別町 雨竜町 北竜町

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
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

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 新十津川町 妹背牛町札幌建設管理部
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



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 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

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

・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

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

・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
～

・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
～

・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

平成30年度
以降

・消防等との共同点検等
の実施及び重要水防箇所
の精査・見直し

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
・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
～

・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

・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

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

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
実施を予定

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

平成30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

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
・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

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

・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
～

・消防団・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

・水防団・町内会組織・消
防署等の関係機関が連携
した水防訓練の実施

引続き継続実
施

・消防・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
～

広報や勧誘などの活動による水防
団員数の確保

M

・救急排水場及び排水機
場を運営する水防団員を
確保するための広報等で
周知

平成26年度
～

消防と連携し、事業所や
地域住民に加入を働きか
け水防団員数を確保

平成29年度
以降

・水防団員数の確保
・関係機関と連携し水防
団活動等の重要性を伝え
る。

平成30年度
以降

・消防団員数の確保。
若者への団員勧誘

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
に向けた支援の実施

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

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
～

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
・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
～

・各施設の避難計画の作
成支援

平成25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

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

・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

・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

・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
～

・想定最大規模の洪水を
想定した排水計画の検討

平成30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
～

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

・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よ
る現地条件を考慮した効果的な
災害復旧方法の検討

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

引続き継続
実施

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

妹背牛町 秩父別町 雨竜町 北竜町

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

札幌建設管理部 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 新十津川町
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



概ね5年で実施する取組　　（雨竜川外地域部会　その3）

1・ハード対策の主な取組

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 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
・河道掘削を実施
・雨竜川ダム再生事業の調査検
討

～平成32年
度

・堤防整備、河道掘削を実施
引続き継続
実施

・堤防整備、河道掘削、護
岸工等を実施

引続き継続
実施

・各河川について順次整
備

引続き継続
実施

・各河川について改修実
施中。

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

～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
～

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

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。

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。

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
～

水位周知河川指定に伴い
水位計の設置

平成29年8月

 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

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

・市内１０カ所に土のうス
テーションを設置し迅速な
対応を行うための整備を
行った。

平成29年度
～

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
・水防活動の迅速化、水
害対策に活用出来るハー
ドの整備

平成30年度
予定

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 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。

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
～

・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

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。

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
～

・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

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
（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）

・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
～

・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

・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

引き続き継
続実施

・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

・HPを通じての情報伝達
・広報車などにより情報伝
達
・登録制メールを活用した
情報伝達

引続き継続実
施

・災害の情報をHPを通じ
て伝達している。
・防災無線、広報車など
により情報伝達している。
・登録制メールを活用し情
報伝達している。

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
～

・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30年度
～

・浸水想定区域図の作成
中。

平成29年8月
～

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。

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

平成30年度
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

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
改良と周知を検討

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

・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

平成30年度
予定

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

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

平成29年度
以降～

・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

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

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

・町民を対象とした防災研
修会の実施

引き続き継
続実施

・小学生を対象とした防災
教育の実施

平成29年度
以降～

・地域防災訓練の実施
引続き継続実
施

・地域防災訓練の実施
引続き継続実
施

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30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

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
域タイムラインの見直し・
修正

平成29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

・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

・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

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。
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
～

・住民の水防意識啓発の
ため、S56洪水等の広報
の充実

平成30年度
以降～

・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

・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

・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
～

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。

引続き継続
実施

・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。

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

札幌建設管理部
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 上砂川町 歌志内市

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 空知総合振興局

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 沼田町 幌加内町

歌志内市

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

旭川建設管理部 上川総合振興局 北海道電力 沼田町 幌加内町 上砂川町



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 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

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

・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

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

・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
～

・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

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

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

平成30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

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
した消防団等への連絡体
制の再確認と伝達訓練実
施を検討

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
・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

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

・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
～

・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30年度
以降～

・消防団・消防署等の関
係機関が連携した水防訓
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

・水防団員数の確保につ
いては、消防団員と兼務
している状況で、併せて
募集に取り組んでいる状
況です。
　支援の強化につきまし
ては、検討中です。

平成30年度
以降～

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

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
～

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
～

沼田町災害時要援護者
避難支援計画

両案件とも検討中です。
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

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

・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

・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
～

排水計画無し
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
～

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

・排水ポンプ車等による訓
練実施の検討

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

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

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 札幌建設管理部 空知総合振興局 歌志内市

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

2)緊急的な災害復旧工事に向けた
取組強化

旭川建設管理部 上川総合振興局 北海道電力 沼田町 幌加内町 上砂川町
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堤防整備
札幌開発建設部
2建設管理部

～平成32年度 引き続き継続実施 引き続き継続実施 無し － －

河道掘削
札幌開発建設部
2建設管理部

～平成32年度 引き続き継続実施 引き続き継続実施 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 引き続き継続実施 引き続き継続実施 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～ 川の防災情報等を継続実施 引き続き継続実施 無し － －

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～ 防災行政無線の改良
防災ラジオ等の活用を検討
防災行政無線のデジタル化
に向けた検討

人員不足、財政問題、緊急
防災減災事業債対象ではあ
るが、それでも莫大な費用
を要する

秩父別町
滝川市、深川市、新十津川町、妹
背牛町、秩父別町、北竜町

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～

 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
年次計画による資機材の購
入
資機材の点検整備

引き続き継続実施 無し
奈井江町、浦臼町、秩父別
町、雨竜町、北竜町、沼田
町、幌加内町

滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、新十津川町、妹背牛
町、秩父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、幌加内町、上砂川町

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～ －

Jｱﾗｰﾄ新型機への更新
防災行政無線（デジタル化）
の更新

無し － 深川市、北竜町、幌加内町

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

滝川市、砂川市、深川市、
奈井江町、浦臼町、新十津
川町、妹背牛町、秩父別
町、雨竜町、北竜町、沼田
町、幌加内町

滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、新十津川町、妹背牛
町、秩父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、幌加内町、上砂川町、歌
志内市

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 －

滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、新十津川町、妹背牛
町、秩父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、幌加内町、上砂川町、歌
志内市

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～
ＴＬを用いた洪水時の市町
村機能を確保する対策の検
討

引き続き検討継続
災害対策基本法と水防法の
ＴＬとの整合性の検討が必
要

滝川市、奈井江町、浦臼
町、秩父別、北竜町、沼田
町、幌加内町

滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、新十津川町、妹背牛
町、秩父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、幌加内町、上砂川町、歌
志内市

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検
討

引き続き継続実施 財源確保 滝川市、奈井江町、北竜町
滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、妹背牛町、北竜町、上砂川
町、歌志内市

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～
ハザードマップ改良中・周知
済み

引き続き継続実施
人員不足、財政問題
財源的な支援（緊防債への
対象）も必要

砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、妹背牛町、秩
父別町、北竜町、沼田町、
幌加内町、歌志内市

滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、新十津川町、妹背牛
町、秩父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、幌加内町、上砂川町、歌
志内町

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 －
改良と周知に向け検討

人員不足、財政問題
設置に必要な技術的・財政
的な支援（緊防債の対象）
が必要

－
深川市、浦臼町、新十津川町、妹
背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜
町、沼田町、幌加内町

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 共同点検の実施 引き続き継続実施 無し
奈井江町、秩父別町、雨竜
町、北竜町、沼田町、幌加
内町、歌志内町

滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、新十津川町、妹背牛
町、秩父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、幌加内町、上砂川町、歌
志内町

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 防災教育、防災訓練の実施 引き続き継続実施 無し

滝川市、砂川市、深川市、
奈井江町、浦臼町、雨竜
町、北竜町、沼田町、幌加
内町、歌志内市

滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、新十津川町、妹背牛
町、秩父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、幌加内町、上砂川町、歌
志内市

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～
河川氾濫を想定した避難訓
練の実施

引き続き継続実施 無し 幌加内町

滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、新十津川町、妹背牛
町、秩父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、幌加内町、上砂川町、歌

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

滝川市、砂川市、深川市、
奈井江町、浦臼町、新十津
川町、妹背牛町、秩父別
町、雨竜町、北竜町、沼田
町、幌加内町、上砂川町、

滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、新十津川町、妹背牛
町、秩父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、幌加内町、上砂川町、歌
志内市

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 引き続き継続実施 無し

滝川市、砂川市、深川市、
奈井江町、浦臼町、新十津
川町、妹背牛町、秩父別
町、雨竜町、北竜町、沼田
町、幌加内町、上砂川町、

滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、新十津川町、妹背牛
町、秩父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、幌加内町、上砂川町、歌
志内市

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、深川市、浦臼町、
新十津川町、妹背牛町、秩
父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、幌加内町

砂川市、深川市、浦臼町、新十津
川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜
町、北竜町、沼田町、幌加内町

石狩川下流【国管理河川】の減災に関する取組方針　フォローアップ（雨竜川外部会）

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）

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）

大項目

ハード対策の主な取組

ソフト対

■平時からの住民等へ
の周知・教育・訓練
に関する事項

■避難行動、水防活
動、排水活動に資する
基盤等の整備

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

■洪水氾濫を未然に防
ぐ対策

■情報伝達、避難計画
等に関する事項



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

滝川市、砂川市、深川市、
奈井江町、浦臼町、新十津
川町、妹背牛町、秩父別
町、雨竜町、北竜町、沼田
町、幌加内町、上砂川町、

滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、新十津川町、妹背牛
町、秩父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、幌加内町、上砂川町、歌
志内市

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
重要水防箇所の合同巡視を
実施

引き続き継続実施 無し

滝川市、砂川市、深川市、
奈井江町、浦臼町、新十津
川町、妹背牛町、秩父別
町、雨竜町、北竜町、沼田
町、幌加内町

滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、新十津川町、妹背牛
町、秩父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、幌加内町

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～ 水防計画の見直し実施 引き続き継続実施
人員不足、避難所を見増す
ための、専門的支援が必要

滝川市、浦臼町、北竜町

滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、新十津川町、妹背牛
町、秩父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、幌加内町

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
連絡体制の確認、伝達訓練
の実施

引き続き継続実施 無し 雨竜町、北竜町

滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、新十津川町、妹背牛
町、秩父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、幌加内町、上砂川町、歌
志内市

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

2建設管理部
36市町村

引続き継続実施 水防訓練の実施 引き続き継続実施 無し
深川市、浦臼町、雨竜町、
北竜町、歌志内市

滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、新十津川町、妹背牛
町、秩父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、幌加内町、歌志内市

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 広報や勧誘の実施 引き続き継続実施 高齢化・若者人口減少問題
滝川市、深川市、浦臼町、
秩父別町、北竜町

滝川市、深川市、奈井江町、浦臼
町、新十津川町、妹背牛町、秩父
別町、雨竜町、北竜町、沼田町、
幌加内町

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～ 引き続き検討の実施 引き続き検討の実施 無し
奈井江町、浦臼町、北竜

町、沼田町

滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、新十津川町、妹背牛
町、秩父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、幌加内町、上砂川町、歌
志内市

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～
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

引き続き継続実施 無し
新十津川町、沼田町、幌加
内町

新十津川町、沼田町、幌加内町

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 引続き継続実施 引続き継続実施 無し

滝川市、砂川市、深川市、
奈井江町、浦臼町、新十津
川町、妹背牛町、秩父別
町、雨竜町、北竜町、沼田
町、幌加内町、上砂川町、
歌志内市

滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、新十津川町、妹背牛
町、秩父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、幌加内町、上砂川町、歌
志内市

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 －

滝川市、砂川市、深川市、奈井江
町、浦臼町、新十津川町、妹背牛
町、秩父別町、雨竜町、北竜町、
沼田町、幌加内町、上砂川町、歌
志内市

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 引続き継続実施 引続き継続実施 無し -

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～ － － － － － －

　

ソフト対
策の主な

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

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

■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

■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



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）
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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



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
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レ
ベ
ル
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レ
ベ
ル
３
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レ
ベ
ル
４
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険

水
位
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度
レ
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ル
↓

レ
ベ
ル
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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



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

石狩川下流流域タイムラインについて
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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



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



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）
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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。

１８
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減災に係る取組状況

札幌開発建設部 滝川河川事務所

１９



20堤防決壊シュミレーションによる効果的な災害復旧方法の検討

堤防決壊による浸水想定（抜粋）事務所管内の堤防決壊をシュミーレーション 出水および地震による堤防決壊時の
緊急対策を検討し、意見交換
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破堤水位・決壊口流速の変化（石狩川 左岸KP122.50）

破堤水位（破堤しなかった場合）

河道水位（破堤した場合）

左岸内水位

決壊口からの氾濫流速（無対策）

0

※堤内地盤高＞HWLのため

破堤

破堤水位 50.86m
破堤敷高 50.86m
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氾濫流量・破堤幅の変化（石狩川 左岸KP122.50）

破堤量（無対策）

氾濫容量（無対策）

破堤幅（無対策）

氾濫戻り：なし

破堤

最大破堤流量 514 m3/s

水位がHWLに達し、瞬時に破堤

幅の半分(63m)が決壊
※破堤敷高は瞬時に形成

水位がHWLに達して決壊から
1時間かけて全幅まで決壊
(126m)

ピーク氾濫容量 64 十万m3

計画高水位 50.70m

最大流速1.8m/s
（はん濫）

石狩川

：決壊箇所

石狩川KP122.5左岸

（決壊箇所）深川

市街

広里

音江

最大浸水深図（石狩川KP122.5 「石狩川下流浸水想定区域図検討」より作成）

【 主 な 課題 】

・決壊前の堤防基盤は決壊により、浸食・湿潤

乱れ等が想定される。そのため、仮締切を設置

し、堤防基部の対策後に本堤復旧を行う。

・二次災害を防ぐため安全を確保し、水位が低

下した後に対策を行うことが基本となる。しかし、

住民感情を踏まえ、実施可能な作業を行う必要

がある。

・毎年、事務所で行ったシミュレーションで得られ

た意見・課題などは整理して、蓄積を図っていく。

H29.7.25  シュミレーションに関する意見交換

堤防決壊による浸水想定の影響などは、

対象自治体と情報共有する事としたい。

堤 防 決 壊

本 堤 復 旧

準 備 工

応 急 復 旧 工

初 動 対 応

荒 締 切 工

本
検
討
範
囲

石狩川

深川

市街

広里

音江

石狩川KP122.5左岸

（決壊箇所）

音
江
築
堤

入志別川

破堤水位・決壊口流速の変化（石狩川 左岸KP122.5）

決壊後12時間
入志別川
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21危機管理型ハード対策の実施（堤防天端の保護）

【天端保護工】

施工済

H30～施工

危機管理型ハード対策推進状況(H29年度末)

奈井江築堤

下徳富築堤

２１



22危機管理型ハード対策の実施（堤防天端の保護）

危機管理型ハード対策推進状況(H29年度末)

【天端保護工】

施工済

H30～施工

秩父別築堤

音江築堤

２２



23危機管理型ハード対策の実施（堤防天端の保護）

危機管理型ハード対策推進状況(H29年度末)

【天端保護工】

施工済

H30～施工

幌加内上流築堤

鷹泊築堤

２３



24水害リスクが高い箇所について、共同点検を実施

滝川市との合同巡視：石狩川
H29.6.30

（課題及び改善点）
・市町村数が４市９町と多いため、早めの実施調整。
・巡視箇所の草類繁茂により河道が見づらいため、巡視実施箇所の先行除草もしくは開催時期の早期化。
・自治体防災担当以外にも、水防団や自治会の参加による地元周知。

深川市との合同巡視：雨竜川
H29.6.29

雨竜町との合同巡視：石狩川
H29.6.29

砂川市との合同巡視：空知川
H29.6.30

美唄市との合同巡視：石狩川
H29.6.30

新十津川町との合同巡視：石狩川
H29.6.30

奈井江町との合同巡視：奈井江川
H29.6.30

浦臼町との合同巡視：石狩川
H29.6.30

妹背牛町との合同巡視：雨竜川
H29.6.29

北竜町との合同巡視：雨竜川
H29.6.29

秩父別町との合同巡視：雨竜川
H29.6.29

沼田町との合同巡視：雨竜川
H29.6.29

幌加内町との合同巡視：雨竜川
H29.6.29

滝川河川事務所管内の重要水防箇所・
危険箇所において、関係自治体の防災
担当者と現地にて合同巡視及び現地
意見交換を実施。
（平成29年6月29日～30日 2日間）

＊主な現地意見交換内容
１．地域防災計画見直しの進捗状況
（滝川河川⇒自治体）
２．整備計画の今後の進展
（自治体⇒滝川河川）
３．水防基準水位の改定の有無
（自治体⇒滝川河川）
４．H28出水時の市町村の状況と要望
（滝川河川⇒自治体）
５．その他要望事項
（滝川河川⇒自治体）

２４



25排水施設の操作・運用

■救急排水機場排水訓練
（新十津川町主催）

・樋門及び水門の操作訓練などの実施 ： 平常時からの訓練及び点検確認
～河川事務所職員も含め、日頃からの操作訓練並びに点検のポイント確認を行うことで、非常時の作業に支障を来さないように、座学及び訓練を実施。

平成29年6月14日
新十津川町
滝川河川事務所職員
新十津川町防災自治会

■樋門操作訓練
（滝川河川事務所主催）

平成29年6月20日
滝川河川事務所職員・河川巡視員
災害協定締結会社
河川維持工事受注会社

■遊水地操作訓練
（滝川河川事務所主催）

平成29年6月21日
滝川河川事務所職員・河川巡視員
施設整備課職員
機器点検業務受注者

ポンプ設置訓練状況１

ポンプ設置訓練状況２

樋門操作訓練（現地座学）

樋門操作訓練（実技）

遊水地操作訓練（管理棟遠隔操作）

遊水地操作訓練（機側操作及び機側点検）

２５



防災・減災に向けた取組（滝川市）

タイム

ライン

自主防

災組織

町内会

消防団

消防

警察

気象台

水道・Ｎ

ＴＴ・北電

市災害
対策本

部

H29.10.26 図上訓練（自衛隊にて）

H29.9.18 台風18号 災害対策本部
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防災・減災に向けた取組（砂川市）
・地域防災訓練及び情報共有訓練の実施

地域防災訓練

平成29年度地域防災訓練(H29.10.1)
場 所 豊沼小学校
参 加 市民、関係者 １４８名
協力機関 町内会・砂川地区広域消防組合・砂川警察署・砂川

市防火協力会・札幌建設管理部（株）ＮＴＴ東日
本・砂川青年会議所・陸上自衛隊滝川駐屯地

訓練内容 避難訓練・初期消火訓練・炊き出し訓練等

情報共有訓練
平成29年7月31日～8月1日実施

平成28年8月20日に発生した大雨災害の反省を踏まえ、
員を対象に「配備体制の心構え」「情報共有方法」「初
動体制人員の偏り」などの課題解決に向けた訓練を実施。

7月31日に
・スマホアプリの使い方
・連絡員を用いた情報共有方法の周知
・前回災害時の課題の共有
などを中心に説明会を行った。

8月1日に
実際に昨年同様の災害があったと想定し、本部と現場の
職員との情報共有方法について訓練を実施した。

２７



深川市減災に関する取組状況

●深川市防災総合訓練

日 時：平成２９年８月１日（火）１３時３０分

場 所：石狩緑地公園

目 的：住民の防災意識の啓発及び関
係機関との協力体制の確立

参加機関：自主防災組織・自衛隊・滝川河
川事務所等１２団体約２００名

２８



防災講習会

昨年度開催件数：１７件

本年度開催件数：１４件（１１月末現在）

開催内容：市民・町内会・事業所等から依頼があれば土・日
関係なく講習会を開催。災害、Jアラートや国民保
護関係などの要望に対応。また、自主防災組織や
町内会単位での防災訓練にも対応しています。
また、小学生などを対象にした防災講習会も実施
していきたい。

２９



防災講習会写真
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【奈井江町】石狩川下流の減災に関する取組の実施状況

【訓練の概要】

1.開催日時 ： 平成29年9月27日（水） 9時00分～11時40分
2.開催場所 ： 向ヶ丘地区、向ヶ丘生活館

3.開催機関 ： 奈井江町、砂川地区広域消防組合奈井江浦臼支署、

砂川警察署、向ヶ丘連合区、ないえ福祉会

4.参加者数 ： 62人
5.主な訓練内容
職員訓練 ： 災害対策本部設置訓練、避難所開設・運営訓練他

住民訓練 ： 情報伝達訓練、避難訓練、初期消火・避難者救出訓練他

住民による避難訓練

職員による災害対策本部設置訓練 職員による避難所開設・運営訓練

３１



浦臼町の取組

防災機器等整備
・非常用発電機 １台
・水中ポンプ機材 １台

防災倉庫建設
・約２００㎡
・非常用発電機や土のう、備蓄品等を格納

３２
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【北竜町】石狩川下流域の減災対策に関する取組の実施状況
■北海道警察旭川方面本部・消防北竜支署・北竜町による合同災害避難訓練
山間部に局部的な大雨が降り、降雨が一気に流れ込んだことにより河川が氾濫し、浸水する被害が発生したとの想定で、
気象情報に基づく状況判断、情報伝達、避難所開設等の訓練を実施。

• 平成29年度合同災害訓練の概要

• 目 的： 全国的に集中豪雨、局地的豪雨の発生や大
雨に伴う大規模な土砂災害が増加しており、昭和63年８
月の豪雨による雨竜川が氾濫し、北竜町をはじめとする
1市６町は大雨による水害被害に見舞われている。これ
らの教訓をもとに、災害発生時における気象情報に基
づく状況判断、情報伝達等の訓練、また、関係機関との
情報連携及び消防・道警の合同救急救出活動訓練の
実施をあわせて行い、避難体制の強化と防災意識の向
上を図ることを目的とする。

• 日 時：平成２９年１０月３０日（月）

• 場 所：北竜町農業農村改善センター

• 西川コミュニティセンター

• 参加人数：１０１名

• 参加機関：北海道警察、深川地区消防組合、北竜町

訓練実施の状況

３８



【沼田町】減災に関する取組の実施状況

全町民を対象とした防災研修会の実施及び洪水浸水想定区域の見直しに伴うハザードマップの更新

■ 過去の災害における避難所生活について学び、避難所運営ゲーム「Ｄｏはぐ」北海道版をグループワークで実践し住民の防災に
対する意識の向上を図ることを目的とし、講師を招聘し、地域防災セミナーを実施。
■洪水浸水想定区域の見直しに伴い、洪水ハザードマップと、防災のしおりを更新。

防災しおり（ハザードマップ）

平成２９年１１月に「防災のしおり」（ハザードマップ）を更
新し、全戸配布済み。ＨＰでも公開中。

地域防災セミナー
日 時：平成２９年１２月９日（土）
場 所：沼田町健康福祉総合センター
開催内容：過去の災害における避難所生活についての講

義。避難所運営ゲーム（Ｄｏはぐ）を使ったグ
ループワークを実施

参加者数：４１名

３９
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【幌加内町】石狩川下流の減災に関する取組の実施状況

◎災害対策懇談会
日 時： 平成29年7月27日（木）
場 所： 幌加内町町民研修センター
講 師： 札幌開発建設部滝川河川事務所所長 正木 孝治 氏

旭川気象台防災気象官 木村 元 氏
参加者： 自治区長・町内会長（１５名）

○地域住民を対象とした災害対策懇談会、災害時避難訓練を実施
●滝川河川事務所による「雨竜川河川整備計画」や、旭川地方気象台による「近年の気象状況・天気図の見方について」など、近年の気象や出水状況の変化に応じた、雨竜川の
整備計画の変更や、地球温暖化に伴う大型台風や集中豪雨の発生の仕組みや、天気図による災害の発生予測など実践的な内容を盛り込み、防災への意識を高めました。
●今年、町内会を対象とした災害時避難訓練を初めて行い、住民の半数以上が参加し、避難時における問題点や改善点など数多の意見をいただき、日頃から住民の防災への意
識の高さを感じ、今後の避難訓練につなげる機会となりました。

◎町内会災害時避難訓練
日 時： 平成29年9月30（土）
対 象： 大通１丁目町内会
内 容： 前日からの大雨の影響で、雨竜川が氾濫危険水位を超える想定で、

実際に避難をし、アルファ米や災害食の試食を行った。
参加者： ３７名

４０
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上砂川町では、町民の防災意識の向上、防災体制の強化を図るため、防災講演会の
実施、防災備蓄品の購入などの取組みを実施しています。

・目 的
気象変動に伴い毎年各地で大規模災害が発生しており、当町においても昨年8月の

一連の台風により避難勧告等を発令しました。災害発生時（初動）における安全の確保、
自分の身は自分で守る（自助）、自分たちの地域は自分達で守る（共助）取組が重要と
なることから、住民の 防災意識の高揚と地域防災力の向上を図ることを目的とする。

・日 時 平成２９年１０月２８日（土）
・場 所 上砂川町民センター
・内 容 演題「平成２８年８月から９月にかけての大雨災害を振り返って」

講師 北海道総務部危機対策局危機対策課 主幹 大 西 章 文 氏

上砂川町防災講演会の実施

災害時に備え、防災備蓄品を定期的に購入。

防災備蓄品の整備

４１

防災・減災に向けた取組（上砂川町）



【歌志内市】浸水害への備え

土のうステーションの整備

■大雨による河川の増水や、内水等による家屋への浸水を迅速に対応する

ため、過去に浸水等の被害のあった市内１０カ所に土のうステーションを設

置した。

■本町地区

①本町第１（本町沢町入口）
②本町第１（本町第１町内会館向かい）

③④本町第２
■中村地区
⑤中村市街（道の駅向かい）
■文珠地区

⑥⑦⑧ 文珠新泉町
⑨⑩文珠第３

１カ所に80～100の土のうを配置

４２


