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第４回 石狩川下流域外減災対策協議会

石狩川下流域外減災対策協議会 地域部会 概要報告

平成３０年 ２月１９日



・幾春別川外地域部会 平成２９年１２月１８日
・夕張川上流地域部会 平成３０年 １月１５日
・空知川地域部会 平成３０年 １月１９日
・雨竜川外地域部会 平成３０年 １月２３日
・豊平川外地域部会 平成３０年 １月３１日
・千歳川外地域部会 平成３０年 ２月 ５日

■ 出席者

・平成２９年度減災に係る各機関による取組状況の共有について
・「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく石狩川下流域外河
川の減災に係る北海道の取組方針（案）について
・ 平成29年台風第18号に関連した防災気象情報の振り返りについて
・ 石狩川下流水防連絡協議会の今後の開催について
・ 石狩川下流域外減災対策協議会規約改定について

・別紙のとおり

番号 機 関 役 職 出席者名

1 新篠津村 村長 石塚 隆

2 岩見沢市 （代理）副市長 飯川 正裕

3 美唄市 （代理）総務部長 中平 匡司

4 三笠市 （代理）三笠市消防本部 生活安全センター長 秋山 和則

5 月形町 町長 上坂 隆一

6 札幌管区気象台 （代理）気象防災部 次長 山下 龍平

7 石狩振興局 （代理）地域創生部 主幹 進藤 友隆

8 空知総合振興局 地域創生部長 塚田 みゆき

9 札幌建設管理部 用地管理室長 渡部 浩

10 〃 事業室長 信太 一人

11 〃 岩見沢出張所長【副部会長】 木村 彰宏

12 〃 当別出張所長 野田 昌孝

13 札幌開発建設部 次長 宮藤 秀之

14 岩見沢河川事務所 所長【部会長】 吉田 晃啓

第３回石狩川下流域外減災対策協議会 幾春別川外地域部会

委員

石狩川下流域外減災対策協議会 地域部会（第３回）の報告

■ 開催日

■ 議 事

■ 議事概要
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番号 機 関 役 職 出席者名

1 由仁町 （町長代理）総務課長 中島 哲

2 栗山町 （町長代理）総務課 主幹 岡田 三郎

3 夕張市 （市長代理）夕張市消防本部 統括課長 千葉 恭久

4 札幌管区気象台 （気象防災部長代理）気象防災部 気象防災情報調整官 川村 雅春

5 空知総合振興局 地域創生部長 塚田 みゆき

6 札幌建設管理部 （用地管理室長代理）維持管理課長 原田 浩

7 〃 事業室長 信太 一人

8 〃 長沼出張所長【副部会長】 糸尾 一夫

9 札幌開発建設部 次長 宮藤 秀之

10 〃 江別河川事務所長【部会長】 足立 文玄

11 〃 夕張川ダム総合管理事務所長 山崎 英志

第３回石狩川下流域外減災対策協議会 夕張川上流地域部会

委員

番号 機 関 役 職 出席者名

1 札幌開発建設部 空知川河川事務所長【部会長】 石井 仁

2 上川総合振興局 旭川建設管理部 富良野出張所長【副部会長】 鈴木 政輝

3 札幌開発建設部 次長 宮藤 秀之

4 札幌管区気象台 気象防災部 防災調査課長（代理） 大澤 隆之

5 旭川地方気象台 防災管理官(代理） 浅井 義孝

6 空知総合振興局 地域創生部 主幹（社会資本）(代理） 黒田 健一

7 上川総合振興局 地域創生部 地域政策課 主幹（代理） 細川 大生

8 空知総合振興局 札幌建設管理部 用地管理室長 渡部 浩

9 〃 札幌建設管理部 治水課長(代理） 米谷 功

10 上川総合振興局 旭川建設管理部 維持管理課長（代理） 寒河江 正

11 〃 旭川建設管理部 治水課長（代理） 上前 孝之

12 空知総合振興局 札幌建設管理部 滝川出張所長 中川 尚志

13 芦別市 総務部長(代理） 岩花 永喜

14 赤平市 副市長（代理） 伊藤 嘉悦

15 富良野市 市長 能登 芳昭

16 上富良野町 副町長(代理） 石田 昭彦

17 中富良野町 町長 木佐 剛三

18 南富良野町 防災安全推進室長（代理） 荒木 勲

第３回石狩川下流域外減災対策協議会 空知川地域部会

委員

石狩川下流域外減災対策協議会 地域部会（第３回）の報告

■ 出席者
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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

委員

番号 機 関 役 職 出席者名

16 深川市 （代理）副市長 平山 泰樹

17 奈井江町 町長 北 良治

18 浦臼町 （代理）総務課 庶務係長 早坂 隆広

19 新十津川町 町長 熊田 義信

20 妹背牛町 町長 田中 一典

21 秩父別町 町長 神薮 武

22 雨竜町 町長 西野 尚志

23 北竜町 （代理）副町長 高橋 利昌

24 沼田町 （代理）副町長 栗中 一弘

25 幌加内町 町長 細川 雅弘

26 上砂川町 （代理）副町長 林 智明

27 歌志内市 （代理）総務課長 渡部 一幸

28
北海道電力(株)
旭川水力センター

所長 江口 伸二

番号 機 関 役 職 出席者名

1 札幌開発建設部 次長（河川） 宮藤 秀之

2
札幌開発建設部
滝川河川事務所

所長【部会長】 正木 孝治

3 札幌管区気象台 （代理）気象防災部 予報課長 竹田 康生

4 旭川地方気象台 （代理）水害対策気象官 増澤 宏紀

5
空知総合振興局
地域創生部

部長 塚田 みゆき

6
上川総合振興局
地域創生部

（代理）地域政策課 主幹 細川 大生

7
空知総合振興局
札幌建設管理部

用地管理室長 渡部 浩

8 〃 治水課長（事業室長代行） 米谷 功

9
上川総合振興局
旭川建設管理部

維持管理課長（用地管理室長代行） 寒河江 正

10 〃 治水課長（事業室長代行） 上前 孝之

11
空知総合振興局

札幌建設管理部滝川出張所
所長【副部会長】 中川 尚志

12
空知総合振興局

札幌建設管理部深川出張所
所長 中野 和明

13
上川総合振興局

旭川建設管理部事業課
主幹（事業課長代行） 曽我部 守嗣

14 滝川市 （代理）副市長 千田 史朗

15 砂川市 （代理）防災対策係長 佐藤 雄司

石狩川下流域外減災対策協議会 地域部会（第３回）の報告

■ 出席者
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第３回石狩川下流域外減災対策協議会 豊平川外地域部会

委員

番号 機 関 役 職 出席者名

1 札幌開発建設部 次長 宮藤 秀之

2 〃 千歳川河川事務所長【部会長】 都築 一憲

3 〃 江別河川事務所長 足立 文玄

4 南幌町 （代理）副町長 小林 勇一

5 北広島市 （代理）副市長 道塚 美彦

6 恵庭市 （代理）副市長 北越 俊二

7 長沼町 （代理）副町長 齋藤 良彦

8 千歳市 （代理）総務部 参事監 塩屋 十三

9 札幌管区気象台 （代理）気象防災部 予報課長 竹田 康生

10 空知総合振興局 （代理）地域創生部 地域政策課 主査（防災） 川上 慎一郎

11 〃 札幌建設管理部 事業室長 信太 一人

12 〃 （代理）札幌建設管理部 用地管理室 維持管理課長 原田 浩

13 〃 札幌建設管理部 千歳出張所長【副部会長】 中野 雅博

14 〃 （代理）札幌建設管理部 岩見沢出張所 施設保全室長 山下 保幸

15 〃 札幌建設管理部 長沼出張所長 糸尾 一夫

16 〃 札幌建設管理部 事業課長 岡部 泰範

第３回石狩川下流域外減災対策協議会 千歳川外地域部会

委員

番号 機 関 役 職 出席者名

1 札幌市 （代理）危機管理対策室長 中塚 宏隆

2 〃 （代理）下水道河川局 事業推進部 河川担当部長 菅原 伸二

3 江別市 （代理）総務部 危機対策室長 五十嵐 工

4 石狩市 （代理）総務部長 及川 浩史

5 当別町 （代理）総務部長 堤 和弘

6 札幌管区気象台 気象防災部長 藤川 典久

7 石狩振興局 （代理）地域創生部 主幹 進藤 友隆

8
空知総合振興局
札幌建設管理部

（代理）維持管理課長 原田 浩

9 〃 （代理）治水課長 米谷 功

10 〃 事業課 事業課長【副部会長】 岡部 泰範

11 〃 （代理）岩見沢出張所 施設保全室長 山下 保幸

12 〃 当別出張所 出張所長 野田 昌孝

13 北海道電力(株) 札幌支店 札幌水力センター 所長 松原 弘樹

14 札幌開発建設部 次長 宮藤 秀之

15 〃 札幌河川事務所長【部会長】 阿部 修也

16 〃 豊平川ダム統合管理事務所長 伊藤 禎朗

■ 出席者

石狩川下流域外減災対策協議会 地域部会（第３回）の報告
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部会には、各市町村長からなる委員および関係者が28名出席しました。
はじめに岩見沢河川事務所の吉田所長(部会長)より開会の挨拶があり、部
会がスタートしました。

各関係機関から減災に係る取り組みについての説明があり、それについて
の意見交換を行いました。
主な内容は以下の通りです。

【札幌開発建設部 河川管理課】
平成30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

始する予定や避難勧告等の発令に着目したタイムラインは32市町村と連携
し、平成29年6月までに策定済である。今年度内には各市町村に関係する主
要な河川を含めたタイムラインの充実を予定している。石狩川下流流域タ
イムラインの作成を進めている。石狩川流域自治体による豪雨災害対策職
員研修を実施した。学校教育現場における防災教育に対する支援の取り組
みを強化している。
【新篠津村】
村内6地区の自治体で、毎年持ち回りで防災訓練を行っており、避難行動

要支援者の名簿に載っている方の協力を仰ぎ、訓練を行った。今一度、昭
和56年水害を思い出し、防災訓練の大切さを理解していただく必要がある
と考える。
【岩見沢市】
市民参加による防災訓練を実施しており、平成26年度からは、市民自ら

が様々な体験、学習ができるような取り組みも行っている。
【美唄市】
水災害と地震に備えた防災訓練を隔年で行っており、今年度は台風接近

に伴う風水害を想定し、水害タイムラインに沿って訓練を行った。

【三笠市】

平成29年8月に平成29年度三笠市防災訓練を行った。幾春別川浸水想定
区域図の公表に伴い、三笠市ハザードマップを更新し全戸配布した。
【月形町】
月形町タイムラインの策定に向けて、DIG訓練を実施した。これまでの

町内防災訓練は町全体で行っていたが、地域ごとに状況が異なることから、
本年度からは地域ごとの実施となった。
【札幌開発建設部 岩見沢河川事務所】
堤防決壊までの時間を引き延ばすような堤防構造の工夫などの危機管理

型ハード対策を行っている。水害リスクが高い箇所について共同点検を実
施している。ロールプレイング方式による風水害図上訓練を実施している。

札幌管区気象台 気象防災部 山下次長から平成29年台風第18号に関連し
た防災気象情報の振り返り、今年度より公表している「警報級の可能性」、
「危険度を色分けした時系列」について説明がありました。

最後に札幌建設管理部岩見沢出
張所の木村所長(副部会長)の挨拶
で閉会となりました。

北海道空知総合振興局札幌建設管理部事業室の米谷治水課課長から「水
防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく石狩川下流域外河川の減災に係
る北海道・札幌市の取組方針（案）について説明がありました。

部会での意見交換

石狩川下流域外減災対策協議会 幾春別川外地域部会(第3回)

「石狩川下流域外減災対策協議会 幾春別川外地域部会(第3回)」を開催しました。地域部会では減災に係わる各機関の取組状況、平成29年台風第18号に
関連した防災気象情報について説明がありました。
■ 開催日時 平成２９年１２月１８日（月） 14：00 ～ 16：00
■ 実施場所 空知総合振興局 ５階会議室 (岩見沢市)
■ 参加機関 岩見沢市、美唄市、三笠市、月形町、新篠津村等8機関

開会の様子

減災に係わる各機関による取組状況について

減災に係わる北海道・札幌市の取組方針について

平成29年台風第18号に関連した防災気象情報について

閉会の様子
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部会には、各市町村長からなる委員および関係者が17名出席しました。
はじめに江別河川事務所の足立所長(部会長)より開会の挨拶があり、部会
がスタートしました。

各関係機関から減災に係る取り組みについての説明があり、それについ
ての意見交換を行いました。
主な内容は以下の通りです。

【札幌開発建設部 河川管理課】
平成30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

始する予定や避難勧告等の発令に着目したタイムラインは32市町村と連携
し、平成29年6月までに策定済である。今年度内には各市町村に関係する主
要な河川を含めたタイムラインの充実を予定している。石狩川下流流域タ
イムラインの作成を進めている。石狩川流域自治体による豪雨災害対策職
員研修を実施した。学校教育現場における防災教育に対する支援の取り組
みを強化している。
【札幌開発建設部 江別河川事務所】
堤防決壊シミュレーションによる災害復旧方法の検討を実施している。

堤防の天端保護工の施行や、裏法尻の補強を実施している。関係機関が連
携した水防訓練に参加し、参加者へ実施したアンケートの結果、災害への
関心は高いが、「ハザードマップ」や「浸水想定区域図」の認知度は低い
ものであった。水害リスクが高い箇所について各市町村と共同点検を実施
している。河川管理施設の操作訓練実施し、防災ステーションに資材の備
蓄を行っている。
【由仁町】
これまでは3つの市街地区毎で防災訓練を行っていたが、市街地区が一巡

したこともあり、今年度からは農家地区で行っている運動会を、防災要素
を取り入れた形で行った。災害対策本部関係者の訓練は、図上による模擬
訓練方式を予定している。

【栗山町】
平成20年より、毎年地区を変えて総合防災訓練を行っている。NPO法人

コメリ災害対策センターと、災害時における物資供給等に関する協定を締
結した。災害対策本部の整備として、役場庁舎の非常用発電設備の整備を
行った。16ヶ所の避難所のうち10ヶ所の大規模避難所に関しては年次計画
で整備を行っている。
【夕張市】
平成29年8月に道警・夕張市合同災害警備訓練を実施し、災害対策本部

の運営訓練、住民の避難訓練、家屋・車両の救出訓練、避難所の運営訓練
を行った。セブンイレブンジャパンと、「災害時の物資供給及び店舗営業
の継続又は早期再開に関する協定」「夕張市地域見守り活動に関する協
定」を締結した。文化スポーツセンターを避難所とした、2日間の避難所
生活体験を行った。平成29年10月に栗山警察署をオブザーバーとした、災
害図上訓練を行った。平成30年1月に避難所運営訓練を行う予定である。

札幌管区気象台 気象防災部 川村気象防災情報調整官から平成29年台風
第18号に関連した防災気象情報の振り返り、今年度より公表している「警
報級の可能性」、「危険度を色分けした時系列」について説明がありまし
た。

最後に札幌建設管理部長沼出張
所の糸尾所長(副部会長)の挨拶で
閉会となりました。

北海道空知総合振興局札幌建設管理部事業室の米谷治水課課長から「水
防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく石狩川下流域外河川の減災に係
る北海道・札幌市の取組方針（案）について説明がありました。

部会での意見交換

石狩川下流域外減災対策協議会 夕張川上流地域部会(第3回)

「石狩川下流域外減災対策協議会 夕張川上流地域部会(第3回)」を開催しました。地域部会では減災に係わる各機関の取組状況、平成29年台風第18号に
関連した防災気象情報について説明がありました。
■ 開催日時 平成３０年１月１５日（月） 15：00 ～ 16：30
■ 実施場所 由仁町役場 ３階大会議室 (由仁町)
■ 参加機関 夕張市、栗山町、由仁町等6機関

開会の様子

減災に係わる各機関による取組状況について

減災に係わる北海道・札幌市の取組方針について

平成29年台風第18号に関連した防災気象情報について

閉会の様子
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部会には、各市町村長からなる委員および関係者が21名出席しました。
はじめに空知川河川事務所の石井所長(部会長)より開会の挨拶があり、部
会がスタートしました。

各関係機関から減災に係る取り組みについての説明があり、それについ
ての意見交換を行いました。
主な内容は以下の通りです。

【札幌開発建設部 河川管理課】
平成30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

始する予定や避難勧告等の発令に着目したタイムラインは32市町村と連携
し、平成29年6月までに策定済である。今年度内には各市町村に関係する主
要な河川を含めたタイムラインの充実を予定している。石狩川下流流域タ
イムラインの作成を進めている。石狩川流域自治体による豪雨災害対策職
員研修を実施した。学校教育現場における防災教育に対する支援の取り組
みを強化している。
【札幌開発建設部 空知川河川事務所】
平成28年台風により被災した幾寅築堤において、災害復旧工事の中で、

危機管理型ハード対策である天端の舗装、裏法尻の補強を実施している。
また、幾寅築堤の堤防決壊について、災害復旧における課題や対策方法に
ついて意見交換を行ったほか、赤平中学校の生徒を対象に、水防災教育を
実施した。
【芦別市】
関係機関とともに防災訓練を実施した。今年度は大雨による土砂災害、

河川氾濫の発生を想定し、避難行動訓練、避難所開設訓練、応急救護訓練
を実施した。
【赤平市】
関係機関とともに総合防災訓練を実施した。また、市内7地区の詳細な防

災マップを作成した。

【富良野市】
関係機関とともに総合防災訓練を実施した。訓練の結果、広報車による

アナウンスが屋内では聞き取れないという課題があった。
【上富良野町】
災害時備蓄計画により、5年間サイクルで発電機・水等の備蓄を進めて

いる。また、自主防災組織の防災体制の構築として、防災士の養成を行っ
ている。総合防災訓練を2月に実施する予定である。
【中富良野町】
関係機関とともに総合防災訓練を実施した。訓練では、地区内の避難所

に逃げるのではなく、地区外の安全なところに逃げることを想定した。
【南富良野町】
幾寅地区地域防災訓練を実施し、平成28年8月台風での浸水実績を踏ま

え、避難所が変更されたことを伝えたほか、小学生児童の保護者への引き
渡しの訓練を行った。また、開発局の協力のもと、町職員の災害研修を
行った。

札幌管区気象台 気象防災部 大澤防災調査課長から平成29年台風第18号
に関連した防災気象情報の振り返り、今年度より公表している「警報級の
可能性」、「危険度を色分けした時系列」について説明がありました。

最後に旭川建設管理部富良野出
張所の鈴木所長(副部会長)の挨拶
で閉会となりました。

北海道上川総合振興局旭川建設管理部事業室の上前治水課課長から「水
防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく石狩川下流域外河川の減災に係
る北海道・札幌市の取組方針（案）について説明がありました。

部会での意見交換

石狩川下流域外減災対策協議会 空知川地域部会(第3回)

「石狩川下流域外減災対策協議会 空知川地域部会(第3回)」を開催しました。地域部会では減災に係わる各機関の取組状況、平成29年台風第18号に
関連した防災気象情報について説明がありました。
■ 開催日時 平成３０年１月１９日（金） 13：30 ～ 15：30
■ 実施場所 富良野市文化会館 大会議室（富良野市）
■ 参加機関 芦別市、赤平市、富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町等10機関

開会の様子

減災に係わる各機関による取組状況について

減災に係わる北海道・札幌市の取組方針について

平成29年台風第18号に関連した防災気象情報について

閉会の様子
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部会には、各市町村長からなる委員および関係者が49名出席しました。
はじめに滝川河川事務所の正木所長(部会長)より開会の挨拶があり、部会
がスタートしました。

各関係機関から減災に係る取り組みについての説明があり、それについて
の意見交換を行いました。
主な内容は以下の通りです。

【札幌開発建設部 河川管理課】
平成30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

始する予定や避難勧告等の発令に着目したタイムラインは32市町村と連携
し、平成29年6月までに策定済である。今年度内には各市町村に関係する主
要な河川を含めたタイムラインの充実を予定している。石狩川下流流域タ
イムラインの作成を進めている。石狩川流域自治体による豪雨災害対策職
員研修を実施した。学校教育現場における防災教育に対する支援の取り組
みを強化している。
【札幌開発建設部 滝川河川事務所】
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を実施し

ている。危機管理型ハード対策として、堤防の天端保護工の施工を実施し
ている。水害リスクが高い箇所について、毎年各自治体と共同点検を実施
し、現地意見交換を行っている。排水施設の操作・運用として、河川管理
施設の操作訓練を実施している。

【滝川市】
石狩川滝川地区水害タイムラインの検討会を立ち上げ、平成28年8月に

できた試行用完成版の運用を行っている。タイムラインは振り返りが大事
なことから、昨年度の試行運用を踏まえ、36機関が参加した検討会を開催
し、改善を行っている。昨年の台風第18号では早期に災害対策本部を設置
することにより、迅速な対応ができ、台風第21号では休日に入る前に災害
対応の準備ができた。タイムラインの効果としては、参加36機関の顔の見
える関係が構築できたこと、運用前の確認や振り返りを実施することによ
り、項目の見直し、疑問点、変更点を共有することができること、町内会
における防災意識の高まりに寄与していること、職員の役割が明確になり
余裕をもって防災対応が行えたことなどが挙げられる。
【砂川市】
平成29年10月に市民、関係者148名が参加した、平成29年度地域防災訓

練を行った。平成28年8月に発生した大雨災害の反省を踏まえ、職員を対
象に課題解決に向けた情報共有訓練を実施した。
【深川市】
平成29年8月1日の市民防災の日に、住民の防災意識の啓発と関係機関と

の協力体制の確立を目的に、深川市防災総合訓練を実施し、12団体約200
名が参加した。防災講習会を土日関係なく、市民、町内会、事業所等から
積極的な要望を頂いて開催しており、幼少期からの防災教育が大事である
ことから、小学校などを対象とした講習会も実施していきたいと考えてい
る。
【奈井江町】
平成29年9月に職員訓練と住民訓練を同時進行で行った防災訓練を実施

し、今回の防災訓練で職員の災害対応能力の強化と住民の防災意識の向上
が図られたと感じている。
【浦臼町】
防災機器等の整備として、非常用発電機、水中ポンプ機材を整備した。

防災倉庫を建設し、非常用発電機や土のう、水やカッパ等の備蓄品を格納
している。

石狩川下流域外減災対策協議会 雨竜川外地域部会(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(第3回)」を開催しました。地域部会では減災に係わる各機関の取組状況、平成29年台風第18号に
関連した防災気象情報について説明がありました。
■ 開催日時 平成３０年１月２３日（火） 14：30 ～ 16：30
■ 実施場所 たきかわ文化センター ３階小ホール (滝川市)
■ 参加機関 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

市等18機関

開会の様子

減災に係わる各機関による取組状況について
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【新十津川町】
総合防災訓練を3年に1回実施しており、平成30年8月に洪水をテーマに

して開催予定である。外部講師による住民を対象とした地域防災力強化セ
ミナーを実施している。自主防災組織の設立支援を行っており、全11行政
区で設立された。行政区自治会館に非常用電源設備を整備した。アナログ
の防災行政無線を全戸に配布済であるが、平成33年の役場庁舎の建て替え
に合わせてデジタル化への更新予定である。
【妹背牛町】
洪水ハザードマップの改良と周知を行い、平成29年10月に全戸に配布し

た。水、毛布、パンを備蓄しており、食糧なども深川市と連携し備蓄して
いる。平成30年度には、段ボールベッド購入の予算要求を行っている。平
成31年度以降には、防災無線を予算化する予定である。
【秩父別町】
これまで防災訓練を実施したことはないが、防災減災に向けた住民の意

識向上を目的とした整備を行っている。平成26年に開村120年を記念して、
非常持ち出し袋を全戸に配布した。災害時に備えた防災用品、食糧の備蓄
を加工センターくるりの倉庫で保管。消防団員の条例定数50名の確保を
行っている。平成2年に防災行政無線を導入し、農家地区には受信機を無
償貸与しているが、法改正により、平成34年までに防災行政無線を更新す
る必要がある。
【雨竜町】
平成29年6月に浸水害、洪水を想定した地域防災訓練を実施しており、

山岳遭難訓練と交互に隔年で実施している。
【北竜町】
平成29年10月に河川の氾濫、浸水の被害発生を想定した合同災害訓練を

実施した。
【沼田町】
平成29年11月に防災しおり（ハザードマップ）を更新し、全戸に配布し

た。平成25年より町内会単位で地域防災セミナーを開催しており、平成29
年12月開催のセミナーでは避難所運営ゲーム（Doはぐ）を使ったグループ
ワークを実施した。
【幌加内町】
平成26年豪雨の時の避難勧告を教訓に、平成27年度より災害対策懇談会

を毎年7月頃に開催している。平成28年8月台風の時に氾濫し、避難勧告を
出した町内を対象に、平成29年9月に町内災害時避難訓練を実施した。

【上砂川町】
町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した防災

講演会を、平成29年10月に実施し、120名あまりの町民が参加した。災害
に備え、防災備蓄品を定期的に購入しており、本年度は町内企業が製作し
た太陽電池を組み込んだ防災テントを購入した。
【歌志内市】
過去に浸水等の被害のあった市内10ヶ所に土のうステーションを整備し

た。平成29年9月に防災訓練を実施した。平成29年8月よりペンケ歌志内川
が水位周知河川に指定されたことより、水位計が設置され、ハザードマッ
プのホームページへの公表を行っており、避難勧告の発令基準マニュアル
を作成中である。

札幌管区気象台 気象防災部 竹田予報課長から平成29年台風第18号に関
連した防災気象情報の振り返り、今年度より公表している「警報級の可能
性」、「危険度を色分けした時系列」について説明がありました。

最後に札幌建設管理部滝川出張
所の中川所長(副部会長)の挨拶で
閉会となりました。

北海道空知総合振興局札幌建設管理部事業室の米谷治水課課長から「水
防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく石狩川下流域外河川の減災に係
る北海道・札幌市の取組方針（案）について説明がありました。

石狩川下流域外減災対策協議会 雨竜川外地域部会(第3回)

減災に係わる各機関による取組状況について

減災に係わる北海道・札幌市の取組方針について

平成29年台風第18号に関連した防災気象情報について

閉会の様子
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部会には、各市町村長からなる委員および関係者が32名出席しました。はじ
めに札幌河川事務所の阿部所長(部会長)より開会の挨拶があり、部会がスター
トしました。

各関係機関から減災に係る取り組みについての説明があり、それについての
意見交換を行いました。
主な内容は以下の通りです。

【札幌開発建設部 河川管理課】
平成30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

る予定や避難勧告等の発令に着目したタイムラインは32市町村と連携し、平成
29年6月までに策定済である。今年度内には各市町村に関係する主要な河川を
含めたタイムラインの充実を予定している。石狩川下流流域タイムラインの作
成を進めている。石狩川流域自治体による豪雨災害対策職員研修を実施した。
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る。
【札幌開発建設部 札幌河川事務所】
水防工法に係わる現地講習会及び実施訓練の中で水防専門家の指導の下、木

流し工法及び土のう作成、ロープワークを実施した。樋門操作講習会、水門遠
隔操作等訓練を実施した。重要水防箇所で自治体と合同巡視を行っている。水
質事故訓練として、流出油の回収訓練、採水訓練や油類の嗅覚訓練を実施した。
危機管理型ハード対策として、アスファルト舗装による堤防の天端保護工を施
工している。
【札幌市】
総合防災訓練、災害対策本部訓練等を継続実施している。札幌市防災アプリ

「そなえ」をリリースした。今後は、防災普及啓発活動を継続実施し、想定最
大規模のハザードマップの作成を来年度行う。
【江別市】
ハザードマップは平成30年1月に全戸に配布した。防災意識の普及啓発とし

て、避難所運営訓練、図上訓練、防災研修等を年間50回程度開催している。総
合防災訓練を実施している。株式会社ジョイフルエーケー、一般社団法人日本
福祉用具供給協会、株式会社ナガワと災害時協定を締結した。

【石狩市】
平成29年9月の大雨は被害額としては昭和56年洪水以降最大の規模となった。

情報伝達手段として、メール配信サービス、Twitter、防災行政無線等を活用
している。地区防災ガイドを平成25年度に策定・全戸配布しており、改定版を
平成30年度中に全戸配布予定である。石狩市防災マスターを認定する制度を平
成26年度より設けている。防災キャンプを平成29年7月に実施した。冬期の避
難を想定し、指定避難所の備蓄整備状況が適切であるかの判断を目的とした冬
季避難所運営訓練を、平成30年1月に実施した。
【当別町】
自主防災組織を対象とした避難訓練、防災学習を年5回程度実施している。

防災マップを全戸に配布している。航空自衛隊当別分屯基地と防災協定を締結
した。毛布、マット等の防災備蓄品を購入した。

札幌管区気象台の藤川気象防災部長から平成29年台風第18号に関連した防災
気象情報の振り返り、今年度より公表している「警報級の可能性」、「危険度
を色分けした時系列」について説明がありました。

最後に札幌建設管理部事業室事業
課の岡部課長(副部会長)の挨拶で閉
会となりました。

北海道空知総合振興局札幌建設管理部事業室の米谷治水課課長から「水防災
意識社会 再構築ビジョン」に基づく石狩川下流域外河川の減災に係る北海
道・札幌市の取組方針（案）について説明がありました。

部会での意見交換

石狩川下流域外減災対策協議会 豊平川外地域部会(第3回)

「石狩川下流域外減災対策協議会 豊平川外地域部会(第3回)」を開催しました。地域部会では減災に係わる各機関の取組状況、平成29年台風第18号に
関連した防災気象情報について説明がありました。
■ 開催日時 平成３０年１月３１日（水） 14：00 ～ 15：30
■ 実施場所 札幌開発建設部 ４階第１会議室 (札幌市)
■ 参加機関 札幌市、江別市、石狩市、当別町等8機関

開会の様子

減災に係わる各機関による取組状況について

減災に係わる北海道・札幌市の取組方針について

平成29年台風第18号に関連した防災気象情報について

閉会の様子
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部会には、各市町村長からなる委員および関係者が56名出席しました。はじ
めに千歳川河川事務所の都築所長(部会長)より開会の挨拶があり、部会がス
タートしました。

各関係機関から減災に係る取り組みについての説明があり、それについての
意見交換を行いました。
主な内容は以下の通りです。

【札幌開発建設部 河川管理課】
平成30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

る予定や避難勧告等の発令に着目したタイムラインは32市町村と連携し、平成
29年6月までに策定済である。今年度内には各市町村に関係する主要な河川を
含めたタイムラインの充実を予定している。石狩川下流流域タイムラインの作
成を千歳川河川事務所をモデル河川として進めている。石狩川流域自治体によ
る豪雨災害対策職員研修を実施した。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る。
【札幌開発建設部 千歳川河川事務所】
ハード面の取り組みとして、現在、晩翠遊水地、東の里遊水地、北島遊水地、

根志越遊水地の4つの遊水地の整備等を進めている。ソフト対策として、堤防
決壊シミュレーションを毎年、決壊箇所を変更しながら行っている。平成29年
7月に、流域内の全市町村と重要水防箇所の共同点検を実施した。
【南幌町】
防災意識の向上のため、地域での防災学習会・出前講座の実施、洪水ハザー

ドマップの全戸配布を実施した。住民への情報伝達については、Ｊアラートと
の連動、戸別受信機の無償設置を実施している。今後の取り組みとして、啓発
型イベントとして「防災フェスタ」の開催を平成30年度に予定している。
【北広島市】
平成29年度も、北広島市及び自衛隊等の関係機関とともに水防訓練を実施し

た。ハザードマップ、活断層、防災資機材の備蓄状況等を記載した改訂版の防
災ガイドブックを3万部作成し、各家庭に配布する予定である。自衛隊OBを防
災専門官として任命し、地域の町内外や小中学校で出前講座を実施している。

【恵庭市】
静岡県藤枝市と姉妹都市提携し、ホームページの代理掲載や相互の情報検索

が実施可能となっている。ロールプレイング方式による災害対策本部訓練を、
自衛隊等の関係機関と実施した。避難所運営マニュアルに基づき、地域版のマ
ニュアルとして、モデル地区で試行版を作成した。
【長沼町】
水防の他、地震等の災害も含めた総合防災訓練の実施している。町民の参加

を促すため、炊き出し等の体験を主体とした訓練としている。防災意識の向上
については、町内会等への出前講座を実施している。職員訓練として、マニュ
アル作成の他、非常参集訓練、避難所運営ゲーム（HUG）等を実施している。
【千歳市】
総合防災訓練等を継続的に実施している。最大規模の浸水想定区域図の洪水

ハザードマップへの反映を検討している。要配慮施設として、浸水想定区域で
12施設、土砂災害警戒区域で6施設を確認している。

部会での意見交換

札幌管区気象台 気象防災部 大澤防災調査課長から平成29年台風第18号に関
連した防災気象情報の振り返り、今年度より公表している「警報級の可能性」
等について説明がありました。

最後に札幌建設管理部千歳出張所
の中野所長(副部会長)の挨拶で閉会
となりました。

北海道空知総合振興局札幌建設管理部の米谷治水課長から「水防災意識社会
再構築ビジョン」に基づく石狩川下流域外河川の減災に係る北海道の取組方針
（案）について説明がありました。

部会での意見交換
部会での意見交換

石狩川下流域外減災対策協議会 千歳川外地域部会(第3回)

「石狩川下流域外減災対策協議会 千歳川地域部会(第3回)」を開催しました。地域部会では減災に係わる各機関の取組状況、平成29年台風第18号に関連
した防災気象情報について説明がありました。
■ 開催日時 平成３０年２月５日（月） 13：30 ～ 15：30
■ 実施場所 恵庭リサーチ・ビジネスパークセンタービル3階 視聴覚室（恵庭市）
■ 参加機関 南幌町、北広島市、恵庭市、長沼市、千歳市等8機関

開会の様子

減災に係わる各機関による取組状況について

減災に係わる北海道・札幌市の取組方針について

平成29年台風第18号に関連した防災気象情報について

閉会の様子
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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） ９：００～１２：１５（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瓦礫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
【分解組立型バックホウ】

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）】

【倒壊家屋救助訓練】
※H29年度は北海道警察で実施（釧路川）

【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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