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取組事例

1



①洪水時の避難勧告等の発令判断に活用する機器管理型水位計の整備に
ついて（危機管理型水位計の概要）
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①洪水時の避難勧告等の発令判断に活用する機器管理型水位計の整備に
ついて(運用システム)
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②石狩川下流域タイムラインについて(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

②石狩川下流域タイムラインについて（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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②石狩川下流域タイムラインについて（課題）

◆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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②石狩川下流流域タイムラインについて（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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③防災教育の実施、防災意識の啓発について（目的と内容）

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

③防災教育の実施、防災意識の啓発について（事例等）
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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。

④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に
ついて（要配慮者利用施設管理者へ水防法改正に関する説明会）

○「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
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⑤水防団等の関係機関が連携した水防訓練の実施について
（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
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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)

札幌開発建設部
滝川河川事務所

取組事例
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1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

雨竜川

：決壊箇所

雨竜川KP4.20右岸

（決壊箇所）

雨竜

市街
江竜橋

最大浸水深図（雨竜川KP4.2右岸 「石狩川下流浸水想定区域図検討」より作成）

H30.11. 5  シュミレーションに関する意見交換

堤害発生時の作業人員の調達や交代体制を

事前に協定業者と調整を図りたい。

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

雨竜川

雨竜町

雨竜川KP4.20右岸

（決壊箇所）

芽生川樋門

雨竜橋

追
分
築
堤

破堤水位・決壊口流速の変化（雨竜川 右岸KP4.20）

決壊後6時間
大凰川

約8hr
（河道⇒堤内）

茜橋

石狩川

茜橋

妹背牛町

大鳳川

道道深川・雨竜線

※家屋が点在

妹背牛町

滝川市

【主な課題等】

・応急復旧堤防採用に関する施工上の課題とし

て、備蓄の護岸ブロックを施工性のよいシャック

ル式として欲しい。

・作業効率向上に配慮し、車両の迂回路を多め

に確保、待避所の余裕を確保して欲しい。

・災害発生時の作業人員の調達や交代体制に

ついて事前に災害協定業者との調整が必要で

ある。

・災害対応では、早急に被災箇所を把握をする

ため航空写真やドローンを活用し、情報共有

を図っていく。

2. (3) 2)緊急的な災害復旧工事に向けた取組強化①
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2

目 的 ： 関係機関との密な連携を図り、洪水時に迅速かつ的確な水防活動を行う為、台風などの出水期前に合同巡視を実施しました。

実 施 日 ： ７月２４日 滝川市、砂川市、深川市、雨竜町、北竜町、妹背牛町、秩父別町、沼田町、幌加内町

７月２６日 美唄市、浦臼町、奈井江町、新十津川町

水害リスクが高い箇所について自治体と合同巡視を実施

平成３０年度重要水防箇所合同巡視の概要

雨竜町、北竜町との合同巡視：江岱別川

合同巡視の実施状況

美唄市、浦臼町との合同巡視：石狩川

沼田町との合同巡視：雨竜川 深川市との合同巡視：石狩川 滝川市との合同巡視：空知川

秩父別町との合同巡視：雨竜川 幌加内町との合同巡視：雨竜川 妹背牛町との合同巡視：石狩川

新十津川町との合同巡視：徳冨川 奈井江町との合同巡視：奈井江川 砂川市との合同巡視：空知川

2. (1) ２）平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項④

14
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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 空知総合振興局 札幌建設管理部
北海道 上川総合振興局 旭川建設管理部

取組事例
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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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2

徳富川実施済み区間

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

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。
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②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9河川）

3

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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②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）。

4

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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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8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3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 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ペンケ歌志内川

：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。

21



7

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：尾白利加川）

【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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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)

札幌管区気象台

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 26



0

石狩川下流域外減災対策協議会
地域部会(第4回)

各市町

取組事例

27



1 石狩川滝川地区水害タイムラインの取組 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

滝川市防災総合訓練（滝川第一小学校）

2. (1) 1) 情報伝達・避難計画等に関する事項 その他
2. (1) 2) 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項 ⑦ 等

28
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2. (1) 2) 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項 ⑥
2. (1) 2) 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項 ⑨
2. (2) 1) 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組 ⑤

地域防災訓練及び防災フォーラムの実施 砂川市

地域防災訓練

平成30年度地域防災訓練(H30.10.14)
場 所 海洋センター
参 加 市民、関係者 １１５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

防火防災協力会・札幌開発建設部・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

防災フォーラム

防災フォーラム｢昭和56年水害の経験と知恵の伝承｣
(H30.8.1)

昭和56年に発生した水害から得られた教訓・記録を次の世代に伝

承し、あらためて地域の特性や防災対策の必要性を認識し、地域
の防災力を高めるために開催。

参 加 市民、関係者 ７０名
協力機関 自主防災組織・砂川市防火防災協力会・砂川広域消防

組合・札幌開発建設部・札幌建設管理部
内 容 ・昭和56年当時の水害の写真の展示

・昭和37年、50年水害動画の上映
・昭和56年水害の説明
・昭和56年以降の治水事業の変遷についての説明
・有識者によるパネルディスカッション
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2. (1) 2) 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項 ⑥
2. (2) 1) 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組 ⑤

深川市防災訓練による自主防災組織強化及び防災講習会を通した住民への防災普及

自主防災組織による防災訓練 住民への防災講習会

日 時：平成３０年６月２３日（土）

対 象：多度志地区自主防災組織

参加者：７４名

内 容：地震発災後の救出・搬送・救
護訓練を実施

目 的：地震・水害等の災害を、深川市
の事例を交え紹介し、災害につ
いて認識し、防災意識を高めて
もらう

開催数累計：１４回（１/１０現在）

参加者累計：４４４名（１/１０現在）
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2. (1) 2) 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項 ⑥

自主防災組織の協力により行った防災訓練 奈井江町

【訓練の概要】

1.開催日時 ： 平成30年10月20日（土） 9時30分～11時20分
2.開催場所 ： 北町地区、北町コミュニティー館

3.主 催 ： 奈井江町、奈井江町防災会議

4.協力機関 ： 北海道庁危機対策課、砂川警察署

砂川地区広域消防組合奈井江浦臼支署

北町連合区、北町自主防災組織

5.参加者数 ： 71人
6.主な訓練内容

： 避難所開設・運営訓練、避難訓練、初期消火等

住民による避難訓練

自主防災組織による避難所運営訓練 住民による初期消火訓練 31
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1.     3)  避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 ⑤
2. (1) 2) 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項 ⑥

防災機器等及び防災備蓄品の整備／防災ハンドブックの全戸配布 浦臼町

【防災機器等整備】
・非常用発電機（50kVA） １台
・水中ポンプ （８㎥/分）１台
・ホース、その他部材等 一式

【防災備蓄品の整備】
・飲料水 ・携行缶
・懐中電灯 ・毛布
・四つ折り担架 等

【防災ハンドブックの全戸配布】
・計画規模⇒想定最大規模
・ため池ハザードマップを掲載
・食に関する備えについて掲載

石狩川洪水ハザードマップ ため池ハザードマップ うらうす防災ハンドブック抜粋
（北海道作成「北の災害食レシピ集」より一部引用）
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2. (1) 2) 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項 ⑥
1.     3)  避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 ⑤
1.     3)  避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 ③

防災訓練・研修／自主防災組織への支援／防災行政無線の整備 新十津川町

防災訓練・研修

防災行政無線

住民の自助・共助の意識の高揚を図り、地域における避難・援助の体制を整えます。

●総合防災訓練（Ｈ30.8.26開催）
３年に１回の総合防災訓練を小学校で開催
参 加 者：393名（うち避難住民246名）
協力機関：陸上自衛隊第11旅団第10普通科連隊

、札幌開発建設部滝川河川事務所、
北海道札幌方面滝川警察署など

訓練内容：避難訓練、各種体験コーナーなど

●出前講座（ハザードマップ・Ｄoはぐ）
洪水ハザードマップの
説明会や避難所運営ゲ
ームを開催
開催数：５回
参加者：129名

●自主防災組織の支援
全行政区(11)で設立
防災資機材購入助成事業（上限20万円×３回）

●行政区自治会館(11)非常用電源設備
会館の外部コンセントに発電機を接続すること
で、照明、テレビ、ストーブが使用可能
（胆振東部地震の大規
模停電時に使用）

●個別受信機を全戸に配備済み
Ｈ９年導入 約2,800戸

（Ｈ32年デジタル化に向け検討中）

自主防災組織
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妹背牛町

取組事例なし
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２．（２）１）水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組⑤
２．（２）１）水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組⑥
１．３）避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備③

防災備蓄品／防災訓練／消防団員（水防団）の確保／防災行政無線の整備 秩父別町

非常持ち出し袋の全戸配布について

東日本大震災、過去の災害を踏まえて平成２６年６月に防災グッズ１０点を袋に入

れ、町内全戸に配布を行った。全戸配布後の対応については、秩父別町に転入し、住

宅を新築した方及び、中古住宅を購入した方へ配布を行っている。

内容物：ろうそく、マッチ、救急セット、ＦＭラジオライト、軍手、ロープ、笛、給

水バッグ、防寒シート、防災ハンドブック

内容物の
一覧防災グッズをまとめて

持ち運べる

防 災 訓 練

北海道防災総合訓練（H30.10.13）

場 所：老人福祉センター

参加者：町民３１人、関係者１７人 総人数４８人

協力機関：深川地区消防組合秩父別支署、

北海道旭川地方深川警察署

訓練内容：ＡＥＤ講習、段ボールベッド作り、避難物資受入など

実施目的

・町民の防災意識の啓発。

・災害時の行動確認。

・避難所の運営。 ＡＥＤ講習 段ボールベッド作り
消防団員の条例定数の確保

本町の消防団員数の条例定数は５０名となっているが、過疎高齢化が進む中、農業

者や各事業所の協力を頂くことで、この定数を維持することができている。また若い団

員が多く万事の際には大変心強く、安心安全なまちづくりの理念に大きく寄与して頂い

ているところである。

※河川増水時、排水場及び防災ポンプを使用し河川の水を排水するが、必要に応じて消

防車両も使用する。

ポンプの使用方法の
確認

防災行政無線の整備

平成２年に、防災行政無線の導入を行った。市街地区には屋外スピーカーを４ヵ所、農家

地区には個別受信機を無償貸与して情報伝達を行っている。

災害発生時等に注意喚起を行い、避難等を呼びかけるのに非常な有効な手段であるが、法

の改正により、平成３４年までに新スプリアス規格に対応した防災行政無線に更新する必要が

ある。

個別受信機

sasaki-t22ai
テキスト ボックス
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1.     3)  避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 ⑤
2. (1) 2) 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項 ⑥

（本部対策機能の強化及び防災意識向上の取組） （雨竜町）

安全・安心な防災拠点として庁舎改築
【防災対策拠点施設としての機能向上】

・防災対策の強化 （建物の強度強化・非常用発電機等の設置）
・一時避難場所としての受入を可能とした施設整備

【自家発電設備】
・停電時においても本部機能を維持

【防災無線用自家発電設備】
・防災行政無線専用の発電機

住民への防災意識向上のための周知

【雨竜消防団本部・第1分団詰所】

・庁舎横に消防団本部を設置し災害時に
連携した活動を実施

【防災資材庫】

・庁舎裏に設置した大型車庫内に設置し、
防災備蓄品を保管

《整備目標》
人に優しくあたたかく、誰もが安心して利
用しやすい庁舎

<基本方針>

○安心・安全な防災拠点としての庁舎
○誰もが利用しやすい庁舎
○環境対策に配慮した庁舎
○職場環境・事務効率の良い庁舎
○機能性・経済性・効率性・将来性を重

視した庁舎

災害対策基本法の改正に伴い、雨竜町では既存の一時避難所・避難所を「指定緊急避難
場所」と「指定避難所」に分けて指定し、さらに、指定緊急避難場所は災害の種類別（洪
水・内水氾濫、土砂災害、地震、大規模火災）に分けて指定しました。
周知については、ホームページ及びチラシを配布しました。

・1000年に1度に係るハザードマップを作成

<本年度及び今後の取組み>
本年については、過去2回実施
した地域防災訓練と本年の胆振
東部地震(被災地に職員３名を
派遣)等を踏まえ、本部機能の
充実と「雨竜町地域防災計画」
見直しに向けた取り組みを重点
に行った。
また、住民への防災意識向上の
ためのチラシを作成するととも
に、自主防災組織の設置に向け
地域への働きかけを行った。
今後においては、防災計画の見
直しや本部機能の充実、自主防
災組織の設立を防災対策の柱と
して次年度以降に実施すること
としたい。

・胆振東部地震時において被災地に職員を派遣

sasaki-t22ai
テキスト ボックス

sasaki-t22ai
テキスト ボックス
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■参加者・関係者の声・意見

・ハードマップの説明を聴き、河川や避難所について確認が出来た。

・いつあるか分からない災害に対して、このような訓練は意義がある。

・近年災害が多く発生し、特に今年は、町内でも大雨や停電などで被災したこともあり、関心度が高かった。

北海道防災総合訓練の参加による北竜町防災訓練の実施 北竜町

日 時： 平成３０年１０月１３日（土）

場 所： 北竜町老人福祉センター

人 数： ３５名（住民参加数）

参加機関： 和東町町内会、深川警察署、深川地区消防組合、

北竜消防団、北竜町

■課 題： 高齢者の多くは、災害に対する危機感や非常時

に対する意識が高く訓練参加率がよいが、若年

層や勤労世代の参加率が低い。

■今後の目標：住民参加訓練の定期な開催等をとおし、自主防

災組織率の向上並びに地域全体の防災意識向

上や強化を推進する。

北海道のほか道内防災関係機関や市町村が連携して広域大雨災害を想定した訓練を実施するのにあたり、北竜
町も参加し、北竜町防災訓練としては「支援物資受入訓練、住民避難訓練、避難所開設訓練、初期消火訓練」を実施
し、避難所開設訓練では、ダンボールベット組立て作業、ハザードマップ説明、気象台より大雨や河川情報に関するパ
ネルの提供を受け展示。

2. (1) 2) 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項 ⑥
2. (2) 1) 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組

⑤

支援物資受入

初期消火訓練ダンボールベット組立て

ハザードマップ・大雨や河川情報

北竜町防災訓練
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2. (1) 2) 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項 ⑥
2. (2) 1) 水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組 ⑤

町・警察・消防の合同による防災訓練の実施 沼田町

■災害対策本部を設置し災害対応を協議するとともに、警察署との連携を確認するための運営訓練の実施

■防災無線及び町と警察署の広報・誘導による、地域住民と小学校児童・中学校生徒の避難訓練の実施

■警察・消防による実動訓練の実施（情報収集訓練、救出救助訓練、映像伝送訓練）

沼田町防災訓練

日 時：平成３０年７月１２日（木）１０：００～１１：４５

場 所：沼田町役場（災害対策本部）、沼田小学校（町民避難訓練）、沼田中学校（中学生等避難訓練、救出救助訓練）

実施機関：沼田町、深川地区消防組合沼田支署、北海道警察本部、旭川方面本部、旭川方面深川警察署、旭川方面情報通信部

対象地域：市内４、市内５、市内６、市内７、緑ヶ丘

参 加 者 ：沼田小学校６年生、沼田中学校全生徒、地域住民、一般見学者 計約１３０人

災害対策本部

救出救助訓練（倒壊家屋）

町民避難訓練

救出救助訓練（車両救助）

中学生等避難訓練

救出救助訓練（高所救助）

情報収集訓練

救出救助訓練（高所救助）
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2. (1) 2) 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項 ⑥

地域住民を対象とした災害対策懇談会／災害時避難訓練の実施 幌加内町

●滝川河川事務所による「昨今の河川事業に関する話題」や、「雨竜川ダム再生事業について」、また旭川地方気象台による「近年の気
象状況について」など、近年の気象や出水状況の変化に応じた雨竜川の水位状況や、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。

●昨年より行っている住民を対象とした災害時避難訓練では、住民による避難所運営をはじめ実践近い想定で訓練を行い、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、今後の避難訓練につなげる機会となりました。

◎災害対策懇談会
日 時： 平成30年7月30日（火）
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（６名）

◎自治区災害時避難訓練
日 時： 平成30年10月26（金）
対 象： 朱鞠内自治区

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、備蓄品の確認や使用方法の確
認を行い、アルファ米等の災害食の調理や試食を行った。
参加者： ４７名
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11 防災ガイドブックの配布 上砂川町

2. (1) 2) 平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項 ⑥

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、上砂川町防災ガ
イドブックの配布や、防災備蓄品の購入などの取組みを実施しています。

○取組概要
・災害が発生した際の初動行動をとるために活用されるように配布
平成２８年３月全戸配布、転入者に随時配布

○記載内容
・避難などに適切な行動をとるために確認しておく事項
・風水害、土砂災害、地震、暴風雪から身を守るための事項

上砂川町防災ガイドブックの配布

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
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2.(2) 1)水防活動の効率化及び水防体制の強化に関する取組⑤

合同非常招集訓練と連携した避難訓練 歌志内市

【訓練の概要】

１．開催日時

平成３０年９月３日（月）１８時から１９時

２．開催場所

文珠本通り地区集会所

３．参加機関

市、消防本部、消防団、文珠第二町内会

４．参加者数 ８９人

市、消防本部、消防団、町内会による防災訓練。

前日から続く雨の影響により、文珠地区の土砂災害危険箇所の一部から土砂災害の前

兆現象が確認された想定で、情報伝達、避難所開設等の訓練を実施。また、住民に対し

防災知識向上のため避難の方法や防災備蓄品の紹介を行った。

■合同非常召集訓練と連携した避難訓練

防災講習

エアーテント
（救護所）の説明
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