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危機管理型水位計の概要
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国管理河川における危機管理型水位計の配置の考え方
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危機管理型水位計 設置予定数

♦周辺より堤防が低いなどで氾濫の危険性が
相対的に高い箇所等を中心に設置予定
※設置数は今後、増減することがあります。
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危機管理型水位計運用システム
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https://k.river.go.jp/

５

6



６

7



７

8



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とは、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ことを目的としており、河川管
理者および市町村の防災行動の役割分担を明確にし、流域単位で発生する水害に対し
て対応できる仕組みを構築するものである。

◆石狩川下流流域タイムラインの構成（当面の目標）

札幌開発建設部 河川管理者タイムライン

札幌開発建設部（河川整備保全課、防災課）

A市タイムライン

市町村タイムライン（避難勧告着目型、多機関連携型など）

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

・洪水予報、水位周知
・ホットライン
etc
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河川管理者タイムライン

本部タイムライン

石狩川下流
流域タイムラインWG

石狩川下流流域タイムラインの作成スケジュール

石狩川下流流域タイムライン

市町村
タイムライン

避難勧告発令着目型
タイムライン

【2017年12月～2018年9月
千歳タイムライン検討会】

【千歳川河川事務所タイムライン（案）完成】

その他河川事務所タイムライン

【2018年11月 第1回河川管理者TL検討会】
シナリオ共有、行動項目・タイミングの確認

【2018年度中 第2回河川管理者TL検討会】
役割分担の整理・見直し

【河川管理者タイムライン（案）完成】

【タイムライン完成】

試行運用
・

見直し
(2019年度)

【2018年2月 第1回札幌開発建
設部本部タイムラインWG】
行動項目抽出、行動タイミング、
実施主体の整理

2019年度 引き続き検討

【タイムライン完成】

【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】
流域タイムラインの考え方・作成
の進め方の共有

流域タイムラインを
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

今年度の作業

多機関連携型
タイムライン

・滝川地区
・美唄市
・南富良野町
など

９

10



石狩川下流流域タイムラインの今後の展開

◆今後の課題

広域・多発的な大規模災害時における広域避難等に関する連携（情報提供・支援）方
策を構築する必要がある。

【広域避難等の連携検討（案）】
（1）避難に関する情報整理

・L2浸水想定区域外への避難所・避難方法
・避難等に必要となる情報
・避難時の課題

（2）広域避難時の連携方策の検討
・情報提供・支援

例えば、
通行止めや迂回路等、道路情報の共有
河川流量規模に見合った想定氾濫区域の共有

ｅｔｃ

各々のタイムラインに組み込むことで連携を強化
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石狩川下流流域タイムラインの今後の展開

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

札幌開発建設部（河川整備保全課、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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目 的：国、北海道、市、地域の関係機関が連携し、
石狩川滝川地区の大規模水害に備えるタイムライン
（事前防災行動計画）を策定することを目的とする。

実 施 日：平成30年7月23日（月）
実施場所：たきかわ文化センター
参加機関：滝川市等、計３６機関
参加人数：約90名
検討内容：H30.7出水での対応状況のふり返り

多治見市の防災・減災の取組紹介・意見交換
※タイムライン検討概要・資料は下記に掲載しています。
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kasen_kanri/kluhh40000005pos.html

【北海道】石狩川滝川地区で水害タイムラインの検討会を実施しました。

○「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく減災に関する取組方針のソフト対策に掲げているタ
イムライン作成を促進しています。
○本検討は平成27年11月から開始し、これまで８回の検討会により各関係機関が執るべき防災行
動項目、防災行動の実施タイミング等を整理してきました。
○本検討会では、平成30年7月2日からの大雨によるタイムラインの対応状況を関係機関より説明
し、ふり返りを行いました。

また、滝川市より先駆けてタイムラインを策定した岐阜県多治見市におけるタイムラインの取組と
して、タイムライン策定に至る背景や検討プロセス、課題の改善策などの紹介がありました。

水害タイムライン検討会 概要 検討会実施状況

１２
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南富良野町水害タイムライン第１回検討会
「南富良野町水害タイムライン第１回検討会」を開催しました。タイムラインは、空知川で水害発生の可能性があ

る際に、早い段階から関係機関が連携して地域住民及び防災対応者の安全確保を図る事前防災計画です。南

富良野町では空知川の氾濫を想定し、平成３０年度に３回の検討会を行い年度内に「南富良野町水害タイムライ

ン試行版」を策定、運用を開始する予定です。

【実施日時】平成30年9月12日(水) 13:30～16:30

【実施場所】南富良野町役場 大会議室

【参加機関】南富良野町、防災関係機関 ６機関６６名

開会の様子

ワークショップ

【開会あいさつ】

南富良野町の池部町長とアドバイザーの環境防災研究機構北海道黒木代表理事よ
り挨拶がありました。

池部町長は今回の検討会の開催にあたり、一昨年の台風10号の経験を活かし、早い
段階からの災害対応と災害対策本部の初動の確認等について議論して、南富良野町
に合ったタイムラインを作成したいとお話しされました。

黒木代表理事からは、自然災害というのはいつ襲ってくるかわからないため、普段か
らの備えが大事になる。忌憚のない議論を行って、より良いタイムラインの計画を作成
頂きたいとお話しされました。

【趣意・検討体制・スケジュールについて】

札幌開発建設部河川整備保全課より、南富良野町水害タイムライン検討会の開催趣
旨や検討体制、開催スケジュールについて説明をしました。

池部 彰 南富良野町長

検討会の後に、黒木アドバイザーから検討会全体の講評を頂きました。
それぞれの班で実施すべき項目について、どの時点で誰が何を行うのかはっきりさせることがこれからの課題で、

次回に事務局が整理した素案に基づいてワーキングで整理して頂きたい、とのお話がありました。

【災害シナリオ・リスクの説明】

はじめにシナリオ・リスクについて説明がありました。災害シナリオは、防災行動の実施時期や手順整理を行うた
めに災害危険性から発災までの一連の状況や発表情報を示した１パターンの「想定シナリオ」で、タイムライン検討
のために参考となる災害事象「災害リスク」を参加機関で共有しました。

【グループワーク】

グループワークは意思決定グループと総務・企画対策グループ、保健福
祉・文教対策グループ、建設・産業対策グループの４つに分かれ、意思決
定グループは前半に町の意思決定事項のトリガーとタイミング整理を行い、
後半は意思決定に必要な防災行動の抽出とタイミングの整理を行いました。
その他の３グループは前半に昨年の水害対応演習のとりまとめ表や地域
防災計画からの防災行動の抽出・細分化を行い、後半は各対策グループ
が抽出した防災行動のトリガーとタイミング整理を行いました。

全体講評

岩崎河川整備保全課長

閉会挨拶

札幌開発建設部河川整備保全課岩崎課長より閉会の挨拶がありました。
台風や地震といった最近の災害は年々想定を超える規模で起きている。次回は横との連

携の確認を含め議論して頂き南富良野町に合ったタイムラインが出来るように引き続きよ
ろしくお願いしたい、と述べられました。

グループワークの様子

黒木幹男アドバイザー
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南富良野町水害タイムライン第２回検討会

開会の様子

ワークショップ

開会にあたり、南富良野町の池部町長より開会挨拶がありました。

「今年度内のタイムライン試行版策定を目指して、本日は2回目の検討会となり
ます。第1回の結果をまとめたタイムライン素案を基に検討するわけですが、平
成28年の災害を乗り切った皆様方の英知を活かして、ぜひ南富良野町に合った
タイムラインを作れるよう検討していただきたい。」とお話されました。

池部 彰 南富良野町長

ワークショップ終了後、アドバイザーの環境防災研究機構北海道の黒木代表
理事から検討会全体の講評を頂きました。

「町から提案のあった所掌の変更や役割分担については、議論の後、共有を
図れると良い。昨年の振り返りで出た課題や検討事項はタイムラインに反映して
欲しい。防災は最終的には住民の主体的な行動にかかってくるので、今後はこ
のタイムラインを活かして住民を巻き込んだ対応を考えてほしい。タイムライン試
行版完成後には、毎年出水期の前などにぜひ訓練して使えるようにして欲し
い。」とお話がありました。

はじめに事務局からグループワークの進め方について説明を行いました。また、南富良野町の荒木防災安全推進
室長より災害対策本部の事務分掌について変更点の確認や今後新たに調整して行きたい事項の提案がありました。

グループワークは第1回検討会同様、意思決定グループ、総務・企画対策グループ、保健福祉・文教対策グループ、
建設・産業対策グループの４テーブルに分かれて行いました。各テーブルでは『タイムライン素案』に基づき、各班の
防災行動について行動内容、実施タイミング、役割分担の確認・修正と、他班と協議が必要な点や疑問点・課題の抽
出を行いました。

全体講評

岩崎河川整備保全課長

閉会挨拶

札幌開発建設部河川整備保全課の岩崎課長より閉会挨拶がありました。

「今回、意思決定グループの検討に参加したが、まだまだ突き詰めていかなけ
ればならないと改めて実感したので、第3回に向けて時間を取って事務局で調整
していきたいと思う。平成28年水害の経験と課題を振り返ってこのタイムラインに
活かしていけるよう引き続き検討をお願いしたい。」と述べられました。

黒木幹男アドバイザー

「南富良野町水害タイムライン第２回検討会」を開催しました。第１回検討会では、「災害シナリオ・リスクの共有」、
「意思決定のトリガーとタイミングの設定」、「災害対策本部各部班の防災行動の抽出・整理」を実施しました。
今回は、第１回検討会の結果をまとめた「タイムライン素案」に基づき、災害対策本部各班や関係機関の連携事
項の確認を行うとともに役割に応じたグループを編成してグループワーク形式でタイムライン素案の確認・精査
を行いました。

【実施日時】平成30年11月20日(火) 13:30～16:30

【実施場所】南富良野町役場 大会議室

【参加機関】南富良野町、防災関係機関６機関５５名
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防災・河川環境教育の充実に係る取組の強化

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

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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防災・河川環境教育の充実に係る取組の強化について、札幌開発建設部では、石狩市をモデル校に
選定し試行授業を実施中。減災対策協議会の流域市町村へ情報提供。

小学校5年生の社会５時間を対象として作成した指導
計画及び教材を基にした試行授業の実施後、石狩市教
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、教材
の検証を行いました。

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

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

●教育委員会等との検討支援の事例

●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 平成28年12月7日

平成29年度

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30年度 石狩市立南線小学校
平成30年12月4日

～10日

●試行授業の公開実施状況

防災・河川環境教育の充実に係る取組の強化
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公開研究授業の様子：緑苑台小学校（H29年度）

授業の様子 浸水深についてグループでの話し合い

・公開研究授業では、小学校の周辺地域の地図と石狩川浸水想定区域図を使って、
大雨が降ったときに危険になる場所と、避難所までの避難ルートについてグループ
で話し合い。

・石狩川浸水想定区域図に示されている浸水深がどのくらいなのか、小学校５年生
の等身大の模型を使って学習。

小学生を対象とした水防災教育の実施 ～公開研究授業の事例～
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目 的：浸水想定区域内における要配慮者利用施設に対
して、避難確保計画の作成及び訓練実施を推進
する。

実 施 日：平成30年10月17日（水）
実施場所：江別市民会館
対象機関：３４法人 ６０施設
参加人数：３８名
実施内容：①札幌開発建設部

・水防法等の一部を改正する法律
・災害リスクや避難・気象情報等の把握
・平成30年7月豪雨について
②江別市
・避難確保計画及び訓練について

実施効果：水防法改正の主旨をわかりやすく説明することで、
避難確保計画作成等の必要性について理解い
ただいた。

【北海道】要配慮者利用施設管理者へ水防法改正に関する説明会を実施

○「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく減災に関する取組方針のソフト対策について、要配慮者利用施
設への浸水リスクの説明や水害対策等の啓発活動を実施しています。
○H29年6月の水防法改正により、洪水浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設について、避難確保計
画の作成及び訓練の実施が義務付けられたことから、江別市主催の水防法改正に関する説明会で出前講座を
実施しました。
○札幌開発建設部より、水防法改正の主旨や災害リスク・避難・気象情報等の把握について説明し、その後、江
別市より避難確保計画の作成及び訓練の実施方法について、マニュアルに基づく説明を実施しました。

水防法改正に関する説明会 概要 説明会実施状況

札幌開発建設部 河川整備保全課
入交水防災対策官より水防法改正等の説明

江別市 総務部危機対策室
佐藤主査より避難確保計画作成等の説明２０
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２１
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平成30年度石狩川水系豊平川総合水防演習

洪水・土砂災害などの災害に備え、広域的な防災関係機関と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し、水防団を
はじめ地元企業、学校、要配慮者施設等の多様な主体の参加のもと、水防工法訓練、情報伝達訓練、避
難訓練等の実践的な訓練を実施しました。
■ 開催日時 平成30年6月17日（日） 9：00～12：15
■ 実施場所 石狩川水系豊平川左岸（北海道札幌市東区東雁来町地先）
■ 実施した演習 水防工法訓練、情報伝達訓練、避難訓練、被災者救助訓練 他
■ 参加機関 北海道、札幌市、江別市、石狩市、当別町、陸上自衛隊第11旅団、札幌管区気象台、北海道警察 など31機関

実施した主な演習

TEC-FORCEによる
緊急調査訓練

札幌都市開発公社による
地下浸水防止対策（録画）

札幌市保健福祉局、
町内会による避難訓練

サツラク農協、町内会、小中
学生による住宅浸水防止訓練

■ 水防工法訓練

■ 関係機関との連携による総合的な訓練

■ ホットライン ■ツイッター配信

洗掘対策工法
(木流し工)

ツイッターを活用した
リアルタイム配信

河川事務所長と札幌市長、江別市長、石狩市長、当別町長による
ホットライン

漏水対策工法
(月の輪工)

北海道警察による
埋没車両救助訓練 ２２
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

減災に係わる取組状況の共有

札幌開発建設部 千歳河川事務所
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11

千歳川遊水地群の整備状況
北海道開発局 札幌開発建設部 千歳川河川事務所

千歳川遊水地箇所図 千歳川遊水地群整備状況（平成30年10月撮影）

江別太遊水地

晩翠遊水地

北島遊水地

東の里遊水地

舞鶴遊水地

根志越遊水地

舞鶴遊水地

周囲堤樋門

周囲堤

囲繞堤
越流堤

嶮淵川←排水門

根志越遊水地根志越遊水地
周囲堤樋門

周囲堤樋門
周囲堤

囲繞堤

排水門

北島遊水地

周囲堤樋門周囲堤

囲繞堤
排水門

千歳川

東の里遊水地

周囲堤樋門 周囲堤

囲繞堤

排水門
越流堤

江別太遊水地

周囲堤樋門

周囲堤

越流堤

囲繞堤

排水門

晩翠遊水地

周囲堤

越流堤
囲繞堤

排水門

周囲堤樋門

周囲堤樋門
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千歳川

周囲堤排水門

樋門

囲繞堤

付替道路(橋梁）

遊水地内掘削

遊水地群の整備状況（江別太遊水地）
北海道開発局 札幌開発建設部 千歳川河川事務所

（平成29年10月撮影）

江別市 江別太遊水地

平成３０年度実施概要

•周囲堤、囲ぎょう堤の整備

•越流堤等の整備

•付替道路の整備

越流堤
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遊水地群の整備状況（晩翠遊水地）
北海道開発局 札幌開発建設部 千歳川河川事務所

（平成30年10月撮影）

囲繞堤
越流堤

排水門

周囲堤樋門

周囲堤樋門

南幌町 晩翠遊水地

平成30年度実施概要
・周囲堤、囲ぎょう堤の整備
・越流堤等の整備
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遊水地群の整備状況（東の里遊水地）
北海道開発局 札幌開発建設部 千歳川河川事務所

平成30年度実施概要
・周囲堤、囲ぎょう堤の整備
・周囲堤樋門、越流堤等の整備
・遊水地内の掘削

北広島市 東の里遊水地

（平成30年10月撮影）

遊水地内掘削

周囲堤

排水門

越流堤
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遊水地群の整備状況（北島遊水地）
北海道開発局 札幌開発建設部 千歳川河川事務所

遊水地内掘削

恵庭市 北島遊水地

平成30年度実施概要
・周囲堤、囲ぎょう堤の整備
・周囲堤樋門、越流堤等の整備
・遊水地内の掘削

排水門

（平成30年10月撮影）

囲繞堤
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遊水地群の整備状況（根志越遊水地）
北海道開発局 札幌開発建設部 千歳川河川事務所

遊水地内掘削

周囲堤

排水門

平成30年度実施概要
・周囲堤、囲ぎょう堤の整備
・周囲堤樋門、越流堤等の整備
・遊水地内の掘削

千歳市 根志越遊水地

（平成30年10月撮影）
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消防団・自治体と河川事務所が重要水防箇所の合同巡視を実施しました

洪水時に迅速かつ的確な水防活動の実施が図られるよう、消防団や自治体、警察等と重要水防箇所について、

水害リスクの情報共有を目的に共同で合同巡視を実施しました。

北海道開発局 札幌開発建設部 千歳川河川事務所

概

要

■会 議
・河川整備の実施状況
・重要水防箇所について
・災害対策用機械・水防資材について
・７月の出水概要について
・ホットラインについて

■現地視察
・重要水防箇所、重点区間

江別市 重要水防箇所合同巡視
・日時 ：平成３０年６月２６日（木） ９：００～１１：２０
・参加者 ：８名（江別市、消防団、江別河川事務所）
恵庭市 重要水防箇所合同巡視
・日時 ：平成３０年７月１０日（火） １０：００～１０：５５
・参加者 ：３４名（恵庭市、消防署、消防団、災害協定業者、河川巡視員、千歳川河川事務所）
南幌町 重要水防箇所合同巡視
・日時 ：平成３０年７月１０日（火） １４：３０～１５：２５
・参加者 ：２０名（南幌町、災害協定業者、河川巡視員、千歳川河川事務所）

長沼町 重要水防箇所合同巡視
・日時 ：平成３０年７月１１日（水） １０：００～１１：００
・参加者 ：１９名（長沼町、消防署、消防団、災害協定業者、河川巡視員、江別・千歳川河川事務所）
千歳市 重要水防箇所合同巡視
・日時 ：平成３０年７月１３日（金） １５：００～１５：５０
・参加者 ：２０名（千歳市、消防署、災害協定業者、河川巡視員、千歳川河川事務所）
北広島市 重要水防箇所合同巡視
・日時 ：平成３０年７月２０日（金） １４：００～１４：５５
・参加者 ：２２名（北広島市、警察署、災害協定業者、河川巡視員、千歳川河川事務所）

合同巡視の様子（恵庭市）合同巡視の様子（千歳市）合同巡視の様子（江別市）

合同巡視の様子（南幌町）合同巡視の様子（長沼町）合同巡視の様子（北広島市）
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市民等を対象とした防災教育の実施、防災意識の啓発

かわ塾 夏 総合学習

開催状況
開催日 平成３０年５月３１日、６月２２日、７月４日、７月３日、９月１１日
千歳市小学校 ３校 参加児童 ２１１名
恵庭市小学校 ２校 参加児童 １９８名

開催状況
開催日 平成３０年８月３日
恵庭市小学校 ３校 参加児童 ４名
長沼町小学校 １校 参加児童 ２名

舞鶴遊水地観察小屋 千歳市緑小学校

千歳川流域の現状・遊水地の整備・過去の洪水状況等について、千歳川流域の小学校へ、かわ塾・総合学習

時に、防災教育を実施しました。

概

要
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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
北海道開発局 札幌開発建設部 千歳川河川事務所

北島遊水地

出水および地震により堤防決壊時の
緊急対策を検討し、意見交換

【 主 な議題 】

・シュミレーションの条件設定は、被災履歴や
堤防点検結果等を参考に複数箇所で同時に
破堤した場合を設定し、重機作業足場や資材
確保・資材運搬方法を含めた施工方法につい
て、具体的に検討する。

・復旧工事は、外水位が低下し、点検により安
全性を確保した後に行うことが基本となる。
しかし、住民感情をふまえ、実施可能な作業
を早急に実施する必要がある。

・毎年、事務所で行ったシュミレーションで得ら
れた意見・課題などは整理して、蓄積を図って
いく。

堤 防 破 壊

初 動 対 応

準 備 工

荒 締 切 工

応 急 復 旧 堤

本
検
討
範
囲

H30.7.26 シュミレーションによる意見交換

堤防決壊による浸水想定（抜粋）

決壊22時間後 最高外水位を記録
決壊30時間後 最高内水位を記録
決壊32時間後 氾濫戻り開始
決壊75時間後 氾濫流終了

決壊8時間後 最高外水位を記録
決壊9時間後 最高内水位を記録
決壊27時間後 氾濫流終了

決壊16時間後 最高外水位を記録
決壊17時間後 最高内水位を記録
決壊43時間後 氾濫流終了
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北海道 空知総合振興局 札幌建設管理部

平成30年度の減災に係る取組内容

⽯狩川下流域外減災対策協議会 地域部会（第4回）

【平成31年1⽉16⽇ 千歳川外地域部会】
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平成30年度 取り組み内容

1

１．ハード対策の主な取り組み
①堤防整備・河道掘削・河道内樹⽊伐採
②危機管理型ハード対策
③危機管理型⽔位計の整備

２．ソフト対策の主な取り組み
①避難勧告着⽬型タイムラインの作成
②洪⽔浸⽔想定区域図の作成
③洪⽔氾濫危険区域図の作成
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①堤防整備・河道掘削・河道内樹⽊伐採について
【平成30年度の実施状況】
平成29年度より引き続き、洪⽔氾濫を未然に防ぐ対策として堤防整備、河道掘削等の対策を
継続して実施。

2

平成30年度の実施状況
１．ハード対策の主な取り組み

島松川 実施済み区間

阿野呂川
⾬煙別川
由仁川
ヤリキレナイ川

島松川
南9号川

徳富川
ラウネ川

⾬⻯川

利根別川

富良野川

⽯⼭川

真駒内川
望⽉寒川

新川

厚⽥川

望来川

北海道河川⼀覧図堤防整備・河道掘削等実施河川
⿊字：堤防整備・河道掘削等実施河川
緑字：札幌市事業

：本部会の対象河川

雁来川

流域貯留施設
伏籠川・望⽉寒川

差替え
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②危機管理型ハード対策について
【平成30年度の実施状況】
危機管理型ハード対策として、堤防天端の保護を平成29年より実施。今後も継続して⾏う。

3

平成30年度の実施状況
１．ハード対策の主な取り組み

島松川実施済み区間

阿野呂川
由仁川

利根別川

真駒内川

北海道河川⼀覧図

危機管理型ハード対策（堤防天端保護）実施河川

：本部会の対象河川

厚⽥川

富良野川

島松川
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③危機管理型⽔位計の整備について
【設置⽬的】
洪⽔に特化した低コストの⽔位計を設置し、⽔位観測網の充実を図り近隣住⺠の避難を⽀援。

【設置河川の選定の考え⽅】
⼈家や重要な施設（要配慮者利⽤施設、市役所、役場等）が浸⽔する恐れがあり、的確な避難
判断が必要な箇所に設置する予定。

【平成30年度の実施状況】
平成30年度は47河川について危機管理型⽔位計の設置を予定。（本部会対象河川は4河川）

4

平成30年度の実施状況
１．ハード対策の主な取り組み（1/2）

⾚字：本部会の対象河川

H30危機管理型⽔位計整備予定河川（平成30年12⽉末現在） ※設置河川は変更の可能性あります
⽔系名 河川名 市町村名 建設管理部
⽯狩川 抜⽻の沢川 三笠市 札幌
⽯狩川 ⾬煙別川 栗⼭町 札幌
⽯狩川 ポンアノロ川 栗⼭町 札幌
⽯狩川 由仁川 由仁町 札幌
⽯狩川 志幌加別川 ⼣張市 札幌
⽯狩川 浦⾅内川 浦⾅町 札幌
⽯狩川 豊沼奈江川 奈井江町 札幌
⽯狩川 奈井江川 奈井江町 札幌
⽯狩川 志⼨川 新⼗津川町 札幌
⽯狩川 ⾼⽥五号線川 新⼗津川町 札幌
⽯狩川 総富地川 新⼗津川町 札幌
⽯狩川 ペンケスナ川 砂川市 札幌
⽯狩川 旧奈江豊平川 砂川市 札幌
⽯狩川 幌倉川 ⾚平市 札幌
⽯狩川 吉の川 ⾚平市 札幌
⽯狩川 ヌッカクシ富良野川 富良野市 旭川

⽯狩川 ベベルイ川
富良野市
中富良野町
上富良野町

旭川

⽯狩川 北⼀号川 富良野市 旭川
⽯狩川 布札別川 富良野市 旭川

⽯狩川 ホロベツナイ川 中富良野町
上富良野町 旭川

⽯狩川 ピリカ富良野川 上富良野町 旭川
⽯狩川 コルコニウシベツ川 上富良野町 旭川

⽔系名 河川名 市町村名 建設管理部
⽯狩川 ⼩野津幌川 札幌市厚別区 札幌
⽯狩川 三⾥川 札幌市厚別区 札幌
⽯狩川 望⽉寒川 札幌市⽩⽯区 札幌
⽯狩川 軽川 札幌市⼿稲区 札幌
⽯狩川 ⽉寒川 札幌市豊平区 札幌
⽯狩川 ラウネナイ川 札幌市豊平区 札幌
⽯狩川 厚別川 札幌市清⽥区 札幌
⽯狩川 琴似発寒川 札幌市⻄区 札幌
⽯狩川 篠路新川 札幌市東区 札幌
⽯狩川 群別川 ⽯狩市 札幌
群別川 望来川 ⽯狩市 札幌
望来川 当別川 当別町 札幌
⽯狩川 ⾳江別川 北広島市 札幌
⽯狩川 早苗別川 江別市 札幌
⽯狩川 ユカンボシ川 恵庭市 札幌
⽯狩川 ママチ川 千歳市 札幌
⽯狩川 農場川 ⽉形町 札幌
⽯狩川 須部都川 ⽉形町 札幌
⽯狩川 幌向川 岩⾒沢市 札幌
⽯狩川 ダルミ川 岩⾒沢市 札幌
⽯狩川 南利根別川 岩⾒沢市 札幌
⽯狩川 ポントネ川 岩⾒沢市 札幌
⽯狩川 美唄川 美唄市 札幌
⽯狩川 茶志内川 美唄市 札幌
⽯狩川 新川 美唄市 札幌
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③危機管理型⽔位計の整備について
観測した⽔位情報は、国や全国の⾃治体で運⽤しているサイト「川の⽔位情報」よりネットを
通じてパソコンやスマートフォンで閲覧が可能（洪⽔時のみ）。

5

平成30年度の実施状況
１．ハード対策の主な取り組み（2/2）

危機管理型⽔位計の設置事例（サラカオーマキキン川）

⽔位確認状況（サラカオーマキキン川）
【川の⽔位情報（危機管理型⽔位計）】https://k.river.go.jp

⽔位計 断⾯図
⽔位計設置イメージ図

【⽔位の設定】
・観測開始⽔位（⽔防団待機⽔位相当）
で⽔位情報の送信開始。

・危険⽔位（氾濫危険⽔位相当）で
避難判断の⽬安となる⽔位を表⽰。

・運⽤開始後、河川の特性や要配慮施設
者利⽤施設の⽴地場所、市町村協議等
を踏まえ、必要に応じて変更していく。
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6

平成30年度の実施状況
２．ソフト対策の主な取り組み

タイムライン協議状況⼀覧表（H30.12.18現在）

⾚字：本部会の対象河川

①避難勧告着⽬型タイムラインの作成
洪⽔時の河川氾濫の発⽣を前提に、「いつ」「誰が」「何をするのか」に着⽬して防災⾏動と
実施主体を時系列に整理し、防災対応⼒の向上を⽬的とした防災⾏動計画。

【平成30年度の実施状況】
対象河川は37河川（本部会対象河川は10河川）。
平成30年12⽉18⽇現在、24河川で試⾏運⽤を開始。（本部会対象河川は8河川）

⽔系名 河川名 市町村名 建設管理部 試⾏運⽤開始
⽯狩川 豊平川 札幌市 札幌 H30.10/30
⽯狩川 厚別川 札幌市 札幌 H30.10/30

⽯狩川 野津幌川
札幌市 札幌 H30.10/30
江別市 札幌 協議中
北広島市 札幌 H30.11/1

⽯狩川 ⽉寒川 札幌市 札幌 H30.10/30
⽯狩川 望⽉寒川 札幌市 札幌 H30.10/30
⽯狩川 精進川 札幌市 札幌 H30.10/30
⽯狩川 当別川 当別町 札幌 H30.8/31
⽯狩川 ⾺追運河 ⻑沼町 札幌 協議中
⽯狩川 阿野呂川 栗⼭町 札幌 協議中
⽯狩川 南六号川 ⻑沼町 札幌 協議中
⽯狩川 輪厚川 ⼤正橋観測所 北広島市 札幌 H30.11/1
⽯狩川 中央橋観測所 北広島市 札幌 H30.11/1
⽯狩川 柏⽊川 恵庭市 札幌 H30.11/1
⽯狩川 茂漁川 恵庭市 札幌 H30.11/1
⽯狩川 ⻑都川 千歳市 札幌 H30.11/1
⽯狩川 千歳川 千歳市 札幌 H30.11/1
⽯狩川 ママチ川 千歳市 札幌 H30.11/1
⽯狩川 新ママチ川 千歳市 札幌 H30.11/1
⽯狩川 幌向川 岩⾒沢市 札幌 H30.8/1
⽯狩川 利根別川 岩⾒沢市 札幌 H30.8/1
⽯狩川 東利根別川 岩⾒沢市 札幌 H30.8/1

⽯狩川 パンケ歌志内川 砂川市 札幌 協議中
上砂川町 札幌 協議中

⽔系名 河川名 市町村名 建設管理部 試⾏運⽤開始
⽯狩川 奈江豊平川 砂川市 札幌 協議中
⽯狩川 徳富川 新⼗津川町 札幌 H30.11/1
⽯狩川 熊⽳川 滝川市 札幌 協議中
⽯狩川 ペンケ歌志内川 砂川市 札幌 協議中
⽯狩川 歌志内市 札幌 協議中
⽯狩川 沼⽥奔川 沼⽥町 札幌 H30.8/29
⽯狩川 多度志川 深川市 札幌 H30.9/3

新川 新川
札幌市 札幌 H30.10/30
⽯狩市 札幌 H30.10/30
⼩樽市 札幌 協議中

新川 琴似発寒川 札幌市 札幌 H30.10/30
新川 中の川 札幌市 札幌 H30.10/30
新川 琴似川 札幌市 札幌 H30.10/30

⽯狩川 富良野川
上富良野町 旭川 協議中
中富良野町 旭川 協議中
富良野市 旭川 協議中

⽯狩川 ベベルイ川 富良野市 旭川 協議中

⽯狩川 ヌッカクシ富良野川 富良野市 旭川 協議中
中富良野町 旭川 協議中

⽯狩川 ⻄達布川 富良野市 旭川 協議中
⽯狩川 ⾬⻯川 幌加内町 旭川 協議中
⽯狩川 空知川 南富良野町 旭川 協議中
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河川名 管轄
新川

札幌事業課

中の川
琴似川

琴似発寒川
豊平川
⽉寒川
精進川
望⽉寒川
厚別川
野津幌川
輪厚川

千歳出張所

柏⽊川
千歳川
ママチ川
新ママチ川
茂漁川
⻑都川
⾺追運河

⻑沼出張所南六号川
阿野呂川

河川名 管轄
利根別川

岩⾒沢出張所東利根別川
幌向川
徳富川

滝川出張所
ペンケ歌志内川
パンケ歌志内川
奈江豊平川
熊⽳川
沼⽥奔川

深川出張所
多度志川

当別川 当別出張所

⾬⻯川 旭川事業課

空知川

富良野出張所

富良野川
ベベルイ川

ヌッカクシ
富良野川

⻄達布川

想定最⼤規模の洪⽔浸⽔想定区域図公表河川

平成30年度の実施状況
２．ソフト対策の主な取り組み

想定最⼤規模の洪⽔浸⽔想定区域図輪厚川

：公表済（H30年6⽉時点）
：H30年度作成

⾚字：本部会の対象河川

②洪⽔浸⽔想定区域図の作成について
浸⽔想定区域及び⽔深の情報、洪⽔時の家屋倒壊による危険性に関する情報、浸⽔形態に
関する適切な情報提供により⽔害への警戒と被害の軽減を図る。
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③洪⽔氾濫危険区域図の作成
洪⽔時に住⺠が安全で円滑かつ迅速に避難するため、洪⽔氾濫危険区域図が公表されていない
河川について、浸⽔範囲、浸⽔深等を⽰した氾濫危険区域図を作成。
市町村の⽔害ハザードマップ作成等の洪⽔防災対策に活⽤できるサービスの提供を⽬的とする。

8

平成30年度の実施状況
２．ソフト対策の主な取り組み

洪⽔氾濫危険区域図（例：清真布川）

【平成30年度の実施状況】
iRICを⽤いた氾濫シミュレーション解析を⾏い、洪⽔氾濫危険区域図を作成。
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千歳川外部会
危機管理型⽔位計設置箇所図

参考資料
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⼯事箇所

10

①⾳江別川（施⼯箇所：北広島市）
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⼯事箇所

11

②ユカンボシ川（施⼯箇所：恵庭市）
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⼯事箇所

12

③ママチ川（施⼯箇所：千歳市）
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気象庁
札幌管区気象台

Sapporo Regional Headquarters
Japan Meteorological Agency

石狩川下流域外減災対策協議会
地域部会(第4回)

取組事例
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気象庁
札幌管区気象台

Sapporo Regional Headquarters
Japan Meteorological Agency防災・減災に向けた取組

■今後の雨の予報について改善
（平成30年6月20日～）

■危険度分布をワンタッチで表示
（平成30年8月20日～）

スマートフォン等を用いて自分のいる場所の危険度を
表示する場合に、従来は現在位置取得ボタンをタップす
る必要があったが、位置情報機能を活用し、自分のいる
場所の「危険度分布」をワンタッチで表示できるように改
善を行なった。

洪水危険度分布
QRコード

今後の雨量分布の予報について、予報時間を従来の
6時間先から15時間先まで延長したことにより、台風等
により夜間から明け方にどこで大雨となる見込みかについ
て、前日夕方の時点で把握できるように改善を行なった。

今後の雨
QRコード
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石狩川下流域外減災対策協議会
地域部会(第4回)

北海道警察本部
取組事例
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防災・減災に向けた取組

2

H30年度総合水防演習への参加

北海道警察本部

今後の取組

○ 地域住民も参加する災害警備訓練の企画・実施

○ 防災講話・広報・訓練を通じた住民の防災意識向上

道警察における取組

○ 所属における災害警備訓練の実施 など

・ 平成30年度石狩水系豊平川総合水防演習への参加（6/17）
警察本部及び管轄警察署により
「災害対策現地合同本部運営訓練」
「河川・道路巡視訓練」
「救出救助訓練〔土砂埋没車両想定・河川増水想定〕」 を実施

○ 地域住民や学校・事業所等を対象とした、防災講話や
DIG訓練の実施

○ 市町村等主催の防災訓練への参加

住民参加訓練

学校における防災講話
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平成３０年度は、自主防災
組織、各種団体、小中学校
等を対象とした避難所運営
訓練、図上訓練、防災
研修等の出前講座
などを５０回程度開催

江別市の防災・減災に向けた取り組み

ハザードマップの住民周知

平成３０年１２月に市内全戸に配布済

江別市では、市民の防災意識の向上と防災体制の強化を図るため、様々な
取り組みを実施しています。

防災意識の普及啓発

総合防災訓練

水害を想定し、住民避難訓練や避難所運営訓練
を実施したほか、災害協定締結先企業等のブース、
体験コーナー等を開設

（来場者）約１０００名

（参加機関）２０団体

（開催内容）
・住民による避難所運営
・バスや徒歩による避難
・協定先ブース出展
・降雨体験、炊出し、
車両展示（試乗あり）コーナー開設等

災害時協定の締結（新規分）

災害時における専用水道の使用に関する協定
・医療法人社団 藤花会 江別谷藤病院
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・ 千歳市では、「災害に強いまちづくり・ひとづくり」のため、「総合（機能別）

防災訓練」「市民の防災･減災力向上のための事業」及び「災害への備え（減災）
のための事業」 などを継続的に推進している。

防災･減災に向けた取組（千歳市）

水災害への備え（減災）

●洪水ハザードマップの見直し準備
①北海道より想定最大規模の洪水浸水想定区域図

が示されたのち、洪水ハザードマップを作成
（平成31年3月頃から）

②住民説明会の開催（国、道、市の３者開催）
（平成31年4～5月中に開催を希望）

③ハザ－ドマップの公表
（住民説明会開催以降）

●要配慮者利用施設避難体制の整備

①浸水想定区域（２施設）
地域防災計画へ掲載済み
避難確保計画の作成・提出済み（２施設）

②土砂災害警戒区域等（５施設）
地域防災計画へ掲載済み
避難確保計画の作成・提出済み（１施設）

※今後、避難確保計画未作成施設への作成支援と
計画に基づく訓練の実施を促進する。

住民の意識・知識の向上

●「平成３０年７月豪雨」の教訓

特別警報や避難情報の意味について

広く住民に周知する必要がある。

「広報ちとせ」に特集記事を掲載

「啓発ポスター」を作成・貼付

（参考資料あり）

住民への情報伝達

●防災行政無線のデジタル化

2020年度全面運用開始

●緊急・防災情報メール配信サービス

●フェイスブック・ツイッターの開設

（平成30年11月1日より運用開始）
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住民の意識・知識の向上（参考資料）

「広報ちとせ」平成30年８月号特集記事 「啓発ポスター」

（背景写真提供：気象庁）

（写真：Ｈ26豪雨災害時の支笏湖地区）
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防災・減災に向けた取組み（恵庭市）

◇ 防災無線の整備
(H31年度 基本設計、Ｈ32年度 実施設計、Ｈ33・34年度 施工)

◇ ＨＰ、防災メールの活用・推進
(防災メール登録者数：H29.2355名→Ｈ30.2684名)

◇ 地域ＦＭ、防災アプリの活用
(FMe-niwa(H21)、yahoo!(H28))

恵庭市では、市民への防災情報提供手段の多元化や出前講座等による防災意識の向上、自主防災
組織の育成、関係機関や民間企業との連携による防災体制の強化など、地域防災力の一層の向上を
目指した取組みを推進している。

住民への情報伝達

災害時における防災体制の強化

◇ 防災訓練の実施 (災害対策本部訓練、物資輸送訓練)

◇ 民間企業との防災協定
・Ｈ30年度３社と締結。
・Ｈ30.12.20に「物資
拠点運営等に関する協
定」を締結。

◇ 恵庭市災害ボランティアセンター連絡会議の立ち上げ

今後に向けての取組み

◇ 自主防災組織の育成・活動促進

◇ 避難行動要支援者対策の推進（H29更新時：500名）
(広報誌や出前講座を活用し制度の推進を図る)

◇ 避難所運営マニュアルの整備
地域版避難所運営マニュアルの整備
⇒小・中学校ごとに周辺町内会で検討・作成

◇ 災害検証を踏まえた、各対策部・班のマニュアル修正

【
災
害
対
策
本
部
訓
練
】

【
物
資
輸
送
訓
練
】

◇ 広報紙を活用し、制度等の周知

◇ 自主防災組織の育成
(39/62町内会で設立、世帯カバー率：83％)
(助成金を交付し、組織設立・活動を支援)

◇ 防災学習会、１日防災学校、出前講座の実施
(出前講座：H29.28回、H30.25回(11月末現在))

◇ 災害伝承１０年プロジェクト（Ｈ30.12.19実施）

住民の防災意識向上

【出前講座】
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防災・減災に向けた取組（北広島市）

防災意識の普及啓発

災害時協定の締結

防災訓練

町内会・自治会や福祉施設等での出前講座や
大学・中学校の授業において
おいて、避難所運営ゲーム

（北海道版ＨＵＧ）などを実施

Ｈ28年度：29回、1,137名
Ｈ29年度：20回、 735名
Ｈ30年度：24回、 710名
※Ｈ30年度は11月20日現在

本年度は1社と締結
・ヒロセホールディングス㈱

⇒ 協定締結は43社に（10月末現在）

●総合防災訓練

（平成30年9月2日）
・市職員・消防、自衛隊、建設業

協会、消防団員の計431名が
参加

・防災センターにて、土嚢作成や

月の輪工法などの対策を実施

防災資機材の整備
・福祉避難所12施設に、Ｈ28～30年度の3箇年
で防災資機材の整備を計画（総額18,000千円）
・本年度は投光器、簡易ベッド、防寒シート、ス
トーブ、食料品などを中心に整備

消火訓練

出前講座の実施状況

●避難所開設訓練（平成30年11月4日）
・市民・市職員の計36名が参加
・避難所開設訓練として段ボール

ベッド組立等を実施

土嚢の作成

防災ガイドブックの改訂

・浸水想定区域の見直し等に伴い防災ガイド
ブックを改訂

・平成30年4月に各世帯に配布
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防災・減災に向けた取組（南幌町）

町民の生命や財産を守るため、「自助」「共助」「公助」に対する基本的な考え方を広く共有し、防災に
対する意識、知識の向上並び防災関係機関との訓練による連携強化を図るため、防災を学ぶ啓発型イベン
ト（隔年開催）や地域での防災学習会の開催している。また、住民への情報伝達として、各家庭・事業所
に戸別受信機（Ｊアラートと連動）を設置している。

住民への情報伝達防災意識・知識の向上

■ 南幌町防災フェスタの開催
・平成30年８月26日（日）
関係機関、職員、一般町民約600名参加
内容：水防訓練、避難者輸送訓練、避難所

運営訓練、炊き出し、展示

■ 行政区長・町内会長を対象としたワーキング

■ 胆振東部地震における職員対応に関する振り
返り

■ Ｊアラートとの連動（戸別受信機）

■ 戸別受信機の設置促進
・全世帯、事業所等設置率（９０.２％）

■ 防災行政無線、ＨＰ、Facebookの活用

災害時における体制強化

■ 役場庁舎への非常用発電機設置

■ 防災備蓄品の整備
・第２次南幌町災害備蓄品整備計画に基づく
整備

今後の取組み

■ 指定避難所・福祉避難所の機能強化

■ 地域での学習会、避難所運営訓練の実施

■ 戸別受信機の設置促進

■ 各種マニュアルの作成

■ 自主防災組織の育成
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防災・減災に向けた取り組み（長沼町）

◆ 台風２１号、胆振東部地震の振り返り
・ 街づくり懇談会 （住民の声）
・ 区長会議 （住民の代表者）
・ 災害対策本部対応振り返り

将来の災害対応の資

◆ 防災計画、水防計画の修正
・ 要援護者施設の避難確保計画
・ 河川の危険区域指定 等

◆ 自主防災組織の育成 （防災マスター）

防災意識の向上

◆ 出前講座
・ 胆振東部地震での対応
・ ハザードマップの見方、配布
（日赤奉仕団及び住民 約80名）
（農協婦人部 約40名）
（迎光園 約30名）

防災体制の強化

◆ 総合防災訓練の実施
（台風の接近により今年度中止）
・ 水防訓練
・ 関係機関との連携強化

◆ 防災情報の発信
・ 防災無線とＳＮＳの併用
ヤフーとの防災協定締結

（３０．１２．２５）
◆ 関係機関との連携強化
・ 戸別位置情報の共有
ゼンリンとの防災協定

（３０．１２．７）
◆ １日防災学校の実施 （３１年度予定）

◆ 職員訓練の実施
・ ＨＵＧによる避難所
運営訓練

防 災 訓 練

今後の取り組み
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【新篠津村】石狩川新篠津村で防災・減災に向けた防災訓練を実施しました

目 的：石狩川の氾濫による水害を想定し、新篠津村第４自治区住民に対し防災意識の向上を
図り、消防署・消防団との連携推進を図る。

実 施 日：平成３０年１１月８日（木）
実施場所：新篠津村第４地区多目的研修集会施設
参加機関：新篠津村、自主防災組織及び第４自治区、老人クラブ、女性部、石狩北部地区消防事務
参加機関：組合（新篠津消防署・新篠津消防団）、江別警察署
参加人数：９６名
実施内容：水害避難訓練、広報訓練、建物火災避難訓練、水防工法訓練、応急手当訓練、
実施内容：避難所運営訓練、避難所体験（段ボールベッド作成訓練・マンホールトイレ設置訓練）等
実施内容：を住民参加型で実施することで、村民の防災意識の高揚を図り住民自らの行動に結びつ
実施内容：く大変有意義な訓練であった。

平成30年度新篠津村防災避難訓練の概要

平成30年度新篠津村防災避難訓練の実施状況
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【新篠津村】石狩川・篠津川新篠津村で防災ガイドブックを作成しました

想定最大規模の降雨により石狩川及び篠津川が氾濫した場合の浸水想定区域図や、防災に
関する知識等を掲載した「新篠津村防災ガイドブック」を作成し、村内全戸に配布
するとともに平成３１年１月に実施する自治懇談会で住民説明を実施する。

作成した防災ガイドブックについては、新篠津村ホームページでも公開中。

新篠津村防災ガイドブックの作成

新篠津村防災ガイドブック

ＵＲＬ：http://www.vill.shinshinotsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000553.html
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目 的：石狩川新篠津村の大規模水害に備え、岩見沢河川事務所
目 的：、江別河川事務所合同で新篠津村職員を対象としたDIG
目 的：訓練を３回開催し新篠津村版水防タイムラインを策定する。
実 施 日：第1回 平成30年7月10日（火）・・・防災行動の把握
実 施 日：第2回 平成30年9月25日（火）・・・分担・連携の確認
実 施 日：第3回 平成30年12月17日（月）・・・全体での共有・合意
参加機関：新篠津村、教育委員会、新篠津消防署、自衛隊、江別警察署
参加機関：月新水道企業団、岩見沢河川事務所、江別河川事務所

新篠津村版⽔防タイムライン DIG訓練の実施状況

災
害
シ
ナ
リ
オ

村
の
防
災
体
制
な
ど

防災行動

役
割
分
担

完成イメージ

新篠津村村長

確認と合意

岩見沢河川事務所長

全体で対応行動の読み合わせ

第３回DIG訓練は、過去２回のDIG訓練で出された意見や問題点、検討結果を基
に、新篠津村版水防タイムラインを検討し、全員で読み合わせを行いながら部署間
の連携事項の確認と合意を図り、不明点の対策に関する協議を行いました。
今回のDIG訓練にて、『タイムラインは策定して終わるのではなく、今後タイムライ

ンに基づく防災訓練等を実施し、防災行動を継続的に改善・更新することで地域防
災力の向上を図っていくことが大切』との考えが共有されました。
今後は、不明点の対策に関する協議事項の取りまとめを行い、新篠津村版水防

タイムラインを完成いたします。

【新篠津村】石狩川新篠津村で水防タイムラインの策定に向けた第3回DIG訓練を実施しました
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【岩見沢市】岩見沢市洪水ハザードマップ（想定最大規模）を作成しました

約1,000年に1度の確率で発生するといわれる「想定し得る最大規模の降雨」の
洪水浸水想定区域により、平成30年3月に作成しホームページで公表を行ました。
◎河川毎に作成
・石狩川
・幾春別川
・夕張川
・須部都川
・美唄川
・産化美唄川
・旧美唄川
・幌向川
・利根別川
・東利根別川

防災関係機関等の協力により市民体験型訓練を実施し、地域防災力の向上と防災意識の高揚を
図ることを目的として、志文小学校で平成３０年８月２５日（土）に開催予定でありましたが、台風の
接近に伴い中止としました。

岩見沢市洪水ハザードマップ（想定最大規模）

平成30年度市民参加による防災訓練

61



当別町における減災に係わる取組について

・町内会（自主防災組織）を対象とした避難訓練及び防災学習の実施（今年１０回程度約５２０人参加）
・町内会を対象とした防災セミナーを避難所（当別小学校）で実施（講師を依頼し約７０人参加）
・防災備蓄品の購入（平成３０年度）

【避難訓練及び防災学習概要】

・実際に自宅から避難することを想定して避難訓練を実施し、その後水害時や洪水時の対
応行動を考えるために防災学習及び炊き出しを実施した。
【期待される効果】

・災害時における避難所及び避難経路を事前に確認することにより、実際に対応する際に
迅速かつ的確な対応が図られる。

【防災セミナー概要】

・セミナー実施の目的は、災害に「備える」を色々な人たちと話し合い、色々な意見を出し
合って、災害には色々な「備える」ことの必要性を少しでも感じ取ってもらうこと。

【期待される効果】
・話し合いをすることで、自分と違った意見を聞いて、今後の災害に備えにつながる。
・自助、共助、公助を理解して今後の災害に生かすことにつながる。
、
【防災備蓄品の購入概要】

・北海道が助成する地域づくり総合交付金及びまちづくり基金（ふるさと納税）を活用し、防
災備蓄品としてアルファ米、毛布、マット、発電機、ストーブ、簡易トイレ等の備蓄品を購入し
た。
【期待される効果】

・補助金、ふるさと納税を活用することにより、効率的に防災備蓄を進めることができ、地震、
水害、雪害等の様々な災害への備えにつなげることができる。
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【月形町】石狩川下流域外（幾春別川外）の減災に関する取組の実施状況

目 的 平成29年に策定したタイムラインについて見直しを図るとともに、内容について
の理解を深める。

実 施 日 平成30年7月11日（水）
実施場所 月形町役場大会議室
参加人数 月形町職員19名、岩見沢河川事務所 7名
実施内容 行動要綱について、時系列に沿って順番に読み合わせを行い、修正事項について

検討を行った。

タイムラインの見直し

タイムライン見直しの実施状況
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【月形町】月形町で防災・減災に向けた防災訓練を実施しました

目 的：大雨による水害を想定した防災訓練について、避難所になっている町内の地域ごとに訓
目 的：練を実施することで、住民の防災意識向上を図る。
実 施 日：平成３０年１１月１８日（日）
実施場所：月形町立月形中学校
参加機関：月形町、月形消防支署、自衛隊美唄駐屯地、月形町赤十字奉仕団、月形町防災士連絡
実施内容：会、北海道コカ・コーラボトリング㈱、札幌開建(岩見沢河川)
参加人数：１４６名
実施内容：大雨による水害を想定し、IP告知端末機とサイレンを使用した避難訓練及び避難所で
実施内容：の体験等（救急救命、講話による災害時のアドバイス、災害備蓄食糧試食）を実施するこ
実施内容：とで、町民の災害時の防災知識の高揚を図り、防災活動を的確かつ円滑な実施が推進さ
実施内容：れた大変有意義な訓練であった。

平成30年度月形町防災訓練の概要

平成30年度月形町防災訓練の実施状況
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