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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/
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石狩川下流流域タイムラインとは

◆石狩川下流流域タイムラインとは、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
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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
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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

１７

P17



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～

１８

P18



１９

P19



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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第４回 石狩川下流域外減災対策協議会 夕張川上流地域部会

平成３1年１月21日
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江別河川管轄

札幌河川管轄

江別河川管轄

岩見沢河川管轄

江別河川管轄

千歳川河川管轄

東光
水位観測所

裏の沢
水位観測所

清幌橋
水位観測所

由仁
水位観測所

円山
水位観測所

石狩大橋
水位観測所

雁来
水位観測所

江別河川事務所

江別河川防災ST

豊幌
水位観測所

施工済

H３１～施工

【天端保護工】

15.7km

27.8km

45.4km

施工済

H３１～施工

【裏法尻補強工】

4.1km

9.6km

13.7km

危機管理型ハード対策 進捗状況（H30年度末）

夕張川 天端保護工
（H28年度施工）

幌向川 裏法尻補強
（H28年度施工）

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）
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危険箇所

共同点検箇所

共同点検： 夕張川
栗山町（H30.6.15）
由仁町（H30.6.25）

浸水想定区域図 夕張川
（想定最大規模）

由仁町市街地

栗山町市街地

江別河川事務所、自治体（水防団）で
河川の危険箇所などの共同点検を実施

江別市、新篠津村、栗山町、
由仁町、南幌町）

H30 重要水防箇所図より

H30 重要水防箇所図より

由仁町、栗山町ともに夕張川は
無堤防区間。

情報収集方法、氾濫ブロックにお
ける危険箇所などを共同確認。
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江別河川管轄

札幌河川管轄

江別河川管轄

岩見沢河川管轄

江別河川管轄

千歳川河川管轄

江別河川事務所

江別河川防災ST

清真布川右岸KP5.6
で決壊を想定・対策検討

◎決壊想定箇所における条件
・堤防が低く、川幅が狭い
(河積阻害を考慮する必要あり)

・復旧作業が困難
(N値0〜2程度の泥炭層が分布)
(地盤改良⼯事は未実施)

意⾒交換会（H30.7.18）
河川事務所・災害協定会社・
防災エキスパート・設計コンサルタント

検討結果を踏まえて、緊急復旧に
必要となる仮設材の備蓄などを
進める。
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江別市自主防災会議 H30.6.9（土）

○会議の主旨
主に洪水を対象とした避難、自治会の役割などについて学ぶ。
（江別市主催、江別市自主防災組織参加）

江別市総合防災訓練 H30.9.2（日）
河川事務所からの情報提供

「出水時における避難行動ほか」
※洪水時における避難行動等に必要な事項、情報、

ホットラインなどについて説明
○訓練主旨
洪水時における避難訓練、自主防災組織、防災機関等の連携強化

河川事務所からの情報提供

「水害等への備えと取組みについて」
※洪水時の危険や避難行動等について説明

※国土交通省 防災教育ポータル等の資料
を編集およびＨＰ情報を紹介

※情報提供資料 抜粋

※情報提供資料 抜粋
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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21日 夕張川上流地域部会】
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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

阿野呂川実施済み区間

平成30年度の実施状況
１．ハード対策の主な取り組み

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

雨竜川

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
黒字：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
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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

阿野呂川実施済み区間

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(1/2）
【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民の避難を支援。

【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

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 琴似発寒川 札幌市西区 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 厚別川 札幌市清田区 札幌
石狩川 三里川 札幌市厚別区 札幌
石狩川 篠路新川 札幌市東区 札幌
石狩川 早苗別川 江別市 札幌
石狩川 当別川 当別町 札幌
石狩川 ラウネナイ川 札幌市豊平区 札幌
群別川 群別川 石狩市 札幌
望来川 望来川 石狩市 札幌
石狩川 音江別川 北広島市 札幌
石狩川 望月寒川 札幌市白石区 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(2/2）
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

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1河川）。
平成30年12月18日現在、24河川で試行運用を開始。（本部会対象河川はなし）

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 長沼町 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 長沼町 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 長都川 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 西達布川 富良野市 旭川 協議中
石狩川 雨竜川 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

長都川

馬追運河

長沼出張所南六号川

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

雨竜川 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

西達布川

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阿野呂川

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。

：公表済河川（H30年11月時点）
：H30年度作成

赤字：本部会の対象河川
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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：志幌加別川）

【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。

③洪水氾濫危険区域図の作成

洪水時に住民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。
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夕張川上流部会
危機管理型水位計設置箇所図

参考資料

9
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①雨煙別川（施工箇所：栗山町）

工事箇所
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②ポンアノロ川（施工箇所：栗山町）

工事箇所
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③由仁川（施工箇所：由仁町）

工事箇所
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④志幌加別川（施工箇所：夕張市）

工事箇所
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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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第４回 石狩川下流域外減災対策協議会 夕張川上流地域部会

平成３1年１月21日
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防災対策の充実・強化を図るため、「由仁町防災運動会」や「災害対策本部訓練」の実施や「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」の
作成など様々な取組を実施している。

町民参加による防災運動会の実施

◎防災関係機関等の協力のもと、楽しみながら防災に関する知
識を得て防災意識の向上を図ることを目的として、防災運動会を
実施した。

参加機関 陸上自衛隊72戦車連隊 消防由仁支署等

訓練（競技）内容 バケツリレー競争、担架リレー競争

炊き出し訓練

避難勧告等の判断・伝達マニュアル（洪水編）の作成

◎災害に備え、避難勧告等の判断・伝達マニュアル（洪水編）
を作成した。

北海道が作成したひな形（作成例）を基に、判断基準、伝達
方法などを規定した。

【今後に向けての取組内容の概要】
・浸水想定区域に基づく洪水ハザードマップの見直し
・地域防災計画の改定

出前講座による防災教育の実施

◎由仁町商工会女性部が開催した防災に関する勉強会へ講師
として参加し、災害の備えなどについての講演と、災害時に役立
つ知識の実技（新聞紙を使った紙食器づくり等）を行った。

災害対策本部訓練の実施

◎災害対策本部の対処能力の向上と対処時の課題を探る
ことを目的として、訓練参加者にシナリオ等を事前に通知し
ない模擬訓練方式で、災害対策本部訓練を実施した。

参加機関 自衛隊 栗山警察署 消防由仁支署
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防災・減災に向けた取り組み（栗山町）

防災意識の向上と災害に強いまちづくりに向けた取り組みを実施します！

■重要水防箇所合同河川巡視
○H30.6.15

栗山町、南空知消防組合消防署、江別河川事務所によ
る巡回

河川巡視箇所：
現地（夕張川）5箇所

①小林酒造付近（17.6ｋ付近）
②栗由大橋（23.0ｋ付近）
③多良津橋（29.75ｋ付近）
④円山橋（39.0ｋ付近）
⑤川端橋（42.5ｋ付近）

■災害対策本部の整備
○備蓄倉庫の新築

（H30.11.30完成）

構造：鉄骨造平屋建
対象地区：
市街地、北部地区（1,150人分）

■1日防災学校
○H30.9.29

災害時における危険を認識し、日常
的な備えを行うとともに、状況に応じ
て、的確な判断の下に、自らの安全を
確保するための行動ができる知識を身
に付ける。

実施学校：栗山小学校 全児童
協力機関：
陸上自衛隊、南空知消防組合消防署
訓練内容：
気象予報士による災害講話、初期消火
訓練、学級対抗バケツリレーなど

■防災ガイドブックの作成（更新）
○A4判 20ページ 8,000部

（H30.10.30完成）

掲載内容：
地震に対する備えと行動、避難の知識、洪水・
地震ハザードマップ、指定避難所など
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富野地区

水防訓練・住民避難訓練
平成３０年１０月１４日（日）９：００～

参加機関：夕張市消防本部（署）

夕張市消防団

栗山警察署

富野町内会

目的： 大雨等災害を想定した訓練を消防本（署）

消防団・警察が連携して実施することにより

災害対応能の向上を図る。

想定： 札幌管区気象台から１０月１４日７時００分「大雨特

別警報」と「土砂災害警戒情報」が発表された。大雨に

よる河川の氾濫により浸水 被害及び土砂災害発生危

険が高まっていると判断し、富野地区のすべての住民
に本日９時００分、「避難指示（緊急）」を発令した。
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○ 社会福祉法人夕張みどりの会との「災害

時における福祉避難所に関する協定」締結

本協定は、災害が発生した場合、主として避難

所生活において、特別な配慮が必要な方々に
対して、円滑な利用の確保、相談、助言その他

支援を受けることができる体制の整備及び良
好な生活環境の確保に資するものです。

○ 防災講話

栗山警察署、消防本部及び町内会合同による

災害図上訓練

平成３０年１１月２２日（木）

災害発生した場合、想定される事案や対応を地図に書

き込み議論しました。

○ 夕張防災キャンプ２０１８

平成３０年１１月２３日（金）

文化スポーツセンターを避難所として2日間の避難所体

験を実施しました。

１ ロープワーク（巻き結び・もやい結び・本結び等）

２ 応急担架作成

３ プライベートルーム作成
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