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はじめに 

令和３年は、6 月末から７月上旬にかけて梅雨前線が西日本から東日本に停滞し、7 月２日～3 日

には、東海地方から関東地方南部を中心に記録的な大雨となりました。この大雨により、静岡県熱海

市では土石流が発生しました。このように異常な災害が激甚化・頻発化する状況にあっては、引き続

き治水安全度を向上させる堤防整備等を進めることとあわせて、既存の施設を適切に維持管理する

ことにより、持続的な安全を確保することがますます重要となっています。 さらに、社会資本全体

として既存ストックの老朽化が懸念される中で、近年の厳しい財政状況も考慮して、河川という自然

公物の特質に即した効果的・効率的な維持管理を行うことが必要です。 札幌河川事務所では、この

ような背景を踏まえ、平成 24 年 3 月に「河川維持管理計画＜石狩川（下流）＞」「同＜豊平川＞」

（平成 30 年 3 月改訂）を策定し、本計画に基づき河道や河川管理施設をはじめ、流水や河川環境

等について定期的に調査・点検・モニタリングを行い、その結果を河川カルテに記録するとともに評

価を行い、｢維持管理計画｣に反映し、河川の状態の変化に応じた順応的管理（アダプティブ・マネジ

メント）に努めています。また、あわせて、通常、見えにくい管理の取り組みを地域の皆様へ知って

頂くため、Webサイト等を通じた「河川管理の見える化」に取り組んでいます。 

令和４年 3 月 
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【第Ⅰ部】１．河川の概要 

1.1 河川の概要 

石狩
いしかり

川は、その源を大雪
たいせつ

山系の石狩岳(標高 1,967m)に発し、渓流を集めながら層雲峡
そううんきょう

の渓谷

を流下して上川盆地に至り、旭川
あさひかわ

市街で牛朱別
うしゅべつ

川、忠別
ちゅうべつ

川等を合流し、神居古潭
か む い こ た ん

の狭さく部を下

って、石狩平野に入り、雨竜
うりゅう

川、空知
そ ら ち

川、幾春別
いくしゅんべつ

川、夕張
ゆうばり

川、千歳
ち と せ

川、豊平
とよひら

川などの多くの支川を

合せ、石狩市において日本海に注ぐ、流域面積 14,330km2（全国 2 位）、幹川流路延長 268km

（全国 3 位）の一級河川です。 

札幌開発建設部で管理している石狩川下流は、神居古潭

下流の神納
しんのう

橋地点より下流域で、上記の主要支川に加え

尾白
お し ら

利
り

加
か

川、徳富
と っ ぷ

川、奈
な

井江
い え

川、美唄
び ば い

川、須部都
す べ つ

川、篠津
し の つ

川及び当別
とうべつ

川などの支川を合せて流れ、その幹川流路延長

は 149km です。石狩川下流の河床勾配は、雨竜川合流点

より上流が 1/1,200 以上、雨竜川合流点から空知川合流

点の間が 1/1,200～1/1,400 程度、空知川合流点から幾

春別川合流点の間が 1/1,400～1/3,800程度、幾春別川

合流点から夕張川合流点の間が 1/3,800～1/5,000 程度、夕張川合流点より下流が 1/5,000

以下です。 

石狩川は、本来のアイヌ語の発音や意味がわからなくなっており、由来がいずれの説なのか特定

できていませんが、古い記録では「イシカリ（塞
ふさ

がる）」「イシカラペッ（美しく・作る・川）」、「イ

シカラアペッ（回流
かいりゅう

川）」といった様々な説が記されています。 

石狩川下流域には、道都札幌市を始めとして 17 市、19 町、1 村の 37 市町村が存在し、その

人口約 270 万人(平成 27 年国勢調査)で、北海道の人口の約 51%を占めています。そのうち、

札幌河川事務所管理区域にある札幌市、江別
え べ つ

市、石狩市、当別町の人口は約 215 万人です。 

石狩川流域の土地利用は、水田や畑などの農地が約 31％、宅地などの市街地が約 3％、その他

山地等が約 66％(北海道開発局調べ～平成 9 年)となっています。 

 

豊平川はその源流を小漁
こいざり

山（1,235m）に発しており、渓

流を集めながら北に流れて豊平峡
ほうへいきょう

を下り、定山渓
じょうざんけい

に至りま

す。ここで小樽内
おたるない

川を支川に持つ白井
し ら い

川を合流した後、渓谷

を東に流下して藻岩
も い わ

付近から流れを北に変え、真駒内
まこまない

川を

合流したあたりから扇状地を形成します。この扇状地は豊

平川扇状地と呼ばれ、ここに発展した道都札幌の市街地を

河床勾配 1/150～1/300 の急勾配で貫流した後、雁来
か り き

付

近から 1/1,000 以下の緩勾配となり、札幌市東部を流下

している月寒
つきさむ

川、厚別
あつべつ

川と合流して、札幌市の北部で我が国

 

石狩川 

豊平川 
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屈指の大河川である石狩川に合流する幹川流路延長 72.5km、流域面積 902km2 の石狩川 1 次

支川です。 

昔の豊平川は「サッポロ」と呼ばれていましたが、明治になってから豊平川と呼ぶようになりま

した。古い記録によると、「豊平」は「トイピラ」や「トゥエピラ」と記されており、「トゥイ・ピ

ラ（崩れる・崖）」や「トゥイェ・ピラ（（川水が）崩す・崖）」などの説が考えられています。 

札幌市北部を流下する伏
ふし

籠
こ

川は、市街地の小河川や下水道の処理水を集め、モエレ沼を有する篠

路新川を合流し、札幌市北区篠路付近で創
そう

成
せい

川及び発
はっ

寒
さむ

川を合わせて、茨
ばら

戸
と

川に流入する幹線流路

延長 10.5km の河川です。伏籠川及び創成川と発寒川はいずれも低平地を流れ、河床勾配は

1/1,000 以下と緩勾配です。茨戸川は、石狩川の生振
おやふる

捷水路工事で誕生した旧川(河跡湖)であり、

志美
し び

運河を通して石狩川と合流していますが、大雨時には石狩放水路により洪水が直接石狩湾へ

放流されます。 

現在、豊平川流域及び伏籠川流域には、札幌市、江別市、北広島
きたひろしま

市、石狩市、当別町の 4 市 1

町が存在し、その人口は約 221 万人(平成 27 年国勢調査)で、北海道の人口の約 41%を占めて

います。 

豊平川流域の土地利用は、宅地などの市街地が約 23％、水田、畑などの農地が約 6％、その他

山地等が約 71％（北海道開発局調べ～平成 9 年）となっています。 

 

これらの河川の維持管理にあたっては、泥炭などの軟弱な地盤が広く分布していることから、堤

防の安定性に留意する必要があります。また、内部構造が不明確な場合もあることから、堤防が完

成している箇所においても安全性の点検を行うとともに機能の維持及び安全性の確保を図る必要

があります。さらに、河岸が堤防に接近している箇所は、洪水による河岸侵食等により、堤防の安

全性が損なわれるおそれがあります。特に豊平川では、洪水時には三角波が発生するなど流水の強

いエネルギーによる河岸、高水敷の洗掘により、堤防の安全性が損なわれる危険性が高くなってい

ます。 

河畔林は多様な機能を有していますが、洪水時は流下能力の阻害や流木の発生要因となること

から、適切に管理する必要があります。 

河川管理施設については、設置後 30 年以上を経過した施設も多く、施設の状態を適切に把握す

る必要があります。豊平川では、河床洗掘による護岸の沈下により、流水の作用に対する安全性が

損なわれています。さらに、床止めは、長年の流水の作用により損傷、摩耗、空洞化が生じており、

流水の作用に対する安全性が損なわれています。 

石狩川では高水敷が広大で監視の目が行き届きづらくなっています。特に、河口付近では、高水

敷の不法占用や大型ゴミの不法投棄が見受けられます。また、豊平川では市街地が河川区域に隣接

しており、河川区域内への違法投棄、不法占用が多くなっています。このため、不法占用・ゴミの

不法投棄について監視を強化する必要があります。 

石狩川や豊平川の高水敷には公園等が整備され、様々なイベント、スポーツ、憩いの場として多

くの市民に活用されており、利用者の安全面に留意する必要があります。 
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図 1-1 石狩川水系流域図 
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1.2 事務所の管理区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 札幌河川事務所管内図 
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２．河川維持管理の概要 

 2.1 河川維持管理の目標 

 

●堆積土砂の掘削 
河道の流下能力（治水安全度）の維持のため、整備計画目標流量に達している区間において

は、整備計画目標流量を維持するよう、また整備計画目標流量に達していない区間については、
現況の流下能力（河川整備計画作成年時）を確保するよう、掘削を実施します。 

●樹木伐開（区間共通） 
河道の流下能力（治水安全度）の維持のため、整備計画目標流量に達している区間において

は、整備計画目標流量を維持するよう、整備計画目標流量に達していない区間については、現
況の流下能力（河川整備計画作成年時）を確保するよう、樹木の伐開を実施します。また、河
川管理施設の保護、河川巡視の支障となる場合、流量等観測精度の確保する場合にも樹木の伐
開を実施します。 

●堤防の高さ形状の維持 

河道の流下能力（治水安全度）の維持のため、定期縦横断測量を実施し堤防の高さ、形状の

確認を行い、整備計画目標流量に達している区間においては、整備計画目標流量を維持するよ

う、整備計画目標流量に達していない区間については、現況の流下能力（河川整備計画作成年

時）を確保するよう堤防の高さ・形状維持を行います。 

●各河川管理施設の機能維持 
各々の施設が維持すべき機能が低下するおそれがある変状等が見られた場合には、モニタリ

ングを継続し、変状の状態から施設の機能の維持に重大な支障をもたらすと判断した場合には、

必要な対策を実施します。 

●水文観測施設の補修 

観測精度が確保されていないと判断された場合は、確実な観測が行えるよう必要な対策を実

施します。 

●河川利用施設の補修 
高水敷や旧川跡地では公園が整備され、河川利用者が多いことから、各河川利用施設の機能維

持を図ります。変状等が見られ、その状態から施設の機能に重大な支障をもたらすと判断した場

合には、必要な対策を実施します。 

【緊急時の対策】 

●緊急時の対策 
出水時及び水質事故、地震等への対策を万全とするため、側帯設置や水防及び水質事故資機材等

の整備を実施します。資機材等については、定期的に点検を行い、保管状況を把握するとともに、

不足の資機材は補充を行います。 

河川区域の適正な利用 

●不法行為等の是正・防止 
河川敷地の不法占用や不法行為については、平常時の河川巡視により状況把握を行い、不法行為

を発見した場合は、原因者への指導、是正措置に努めます。 

【河道流下断面の確保】 

【施設の機能維持】 
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2.2 河川維持管理における主な実施内容 

河川の維持管理は、河川維持管理計画に基づき、河川巡視、河川管理施設点検等により

河川の状態把握を行い、これらを踏まえて、施設の補修・更新等の必要な維持管理対策を

随時実施しています。 

 河川の状態把握 

 
堤防除草 

 
堤防点検 

 
河川巡視の清掃 

  
河川管理施設点検 

 維持管理対策 

 
階段護岸補修 

 
堤内水路土砂除去 

 
天端補修 

 
倒木処理 
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2.3 具体的な維持管理対策の基本的な考え方 

2.3.1天端補修 

河川巡視や堤防点検、および水防活動に支障をきたさぬよう、堤防天端の補修（不陸箇

所の砂利のかき起こし整正、天端敷砂利、アスファルト修繕等）を実施します。 

 

2.3.2高水敷樹木伐開 

現況河道の流下能力の維持、河川管理施設の保護（樹木の侵入等による損傷防止）、適

切な河川監視及び管理（河川巡視の障害、ＣＣＴＶの可視範囲の確保、流量観測精度の確

保、不法投棄対策等）を目的に樹木の伐開を実施します。 

 

2.3.3法面補修 

堤防機能の維持を目的に、法面補修を実施します。 

 

2.3.4護岸補修 

護岸機能の維持を目的に、護岸の補修を実施します。 

 

2.3.5河川管理施設修繕 

水門、樋門、樋管、排水機場、情報通信施設等の機能維持を目的に、補修を実施しま

す。 

 

2.3.6障害物除去・塵芥処理 

流下断面の阻害や河川管理施設への影響となる流木の除去や良好な河川空間の維持を目

的に、障害物除去、塵芥処理、水面清掃を実施します。 

 

2.3.7堆積土砂掘削 

排水能力確保を目的に、排水阻害となっている樋門や水路の堆積土砂掘削を実施しま

す。 

 

2.3.8標識等の補修 

河川名標識、啓発標識及び境界杭の維持を目的に、破損箇所は補修を実施するととも

に、新たな標識の計画的な設置を実施します。 
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 【第Ⅱ部】 ３．令和３度の維持管理の実施状況 

3.1 河川の状態把握 

3.1.1堤防除草（堤防監視の条件整備） 

堤防の変状等の外観点検を迅速かつ的確に行うこと、堤防の法面を防御する芝の被覆を

維持すること等を目的に、堤防法面および堤内排水等の除草を実施しました。 

 

 実施状況 

全管理区間 

 

 
堤防除草（トラクターモア） 

 
堤防除草（ハンドガイド） 

 

 

3.1.2河川巡視 

平常時の河川巡視は、河川維持管理の基本をなすものであり、河道、河川管理施設及び

許可工作物の状況の把握、河川区域等における不法行為の発見、河川空間の利用に関する

情報収集、河川の自然環境に関する情報収集を目的として、定期的に河川を巡回し、その

状態を概括的に把握しています。 

また、河川特性や課題等を考慮し、場所・目的等を絞った徒歩による目的別巡視を行

い、異常等を把握した場合は、速やかに対応策の検討を行っています。 

 

 実施状況 

全管理区間（夏期は週1回、冬期は月2回） 

 

 
河川巡視状況 

 
河川巡視状況 
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 3.1.3出水時の河川巡視 

出水時は、状況が時々刻々と変化し、これに対応して適切な措置を講じる必要がありま

す。出水時の河川巡視は、堤防、洪水流、河道内樹木、河川管理施設及び許可工作物、堤

内地の浸水等の状況を概括的に把握するために実施しています。 

 実施状況 

今年度の出水において、はん濫注意水位を超えたものは３出水で、状況確認のため、河

川巡視を実施しました。（Ｒ３出水：月寒川３回、厚別川１回） 

巡視の結果、札幌河川事務所管内の河川管理施設に損傷は確認されませんでした。 

 

3.1.4石狩放水路操作 

令和３年度は、Ｈ３０．４．１８～Ｈ３０．４．１９日の出水時に茨戸川の水位が上昇

したことから、石狩放水路を２９時間にわたり、開扉しました。 

これにより、茨戸川の水位が約０．２ｍ低減され、約２４０ｈａの浸水被害が軽減され

たと推測されます。 

 

3.1.5出水期前・台風期点検 

河川が有するべき河道の流下能力、堤防等の河川管理施設の安全性について、治水上の

機能確保を目的に、堤防等の河川管理施設や河道の点検を実施しました。 

 実施状況 

全管理区間（出水期前） 

 

 
堤防点検状況（堤防法面） 

 
堤防点検状況（高水護岸沈下） 

 

3.1.6出水後点検 

氾濫注意水位を超える出水が発生した場合に、出水後の堤防等の河川管理施設や河道の

点検を実施しています。 

 実施状況 

今年度は８月上旬に月寒川・厚別川で、１１月上旬に月寒川で出水後の点検が必要な出

水（氾濫注意水位を超える出水）があり、出水後点検を実施しました。 
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 出水後点検状況（厚別川） 出水後点検状況（月寒川） 

3.1.7地震時点検等 

震度５弱以上の地震が発生した場合、地震発生後直ちに、河川管理施設及び許可工作物

の点検を実施しています。 

 実施状況 

今年度は、地震時の点検が必要となる大きな地震がありませんでした。 

 

3.1.8機械設備を伴う河川管理施設の点検 

機械設備を伴う河川管理施設の土木施設部分については、出水期前点検や出水・地震後

点検等を実施します。また、機械設備については各種マニュアルに基づき、年点検及び月

点検等の定期点検を実施します。 

 実施状況 

機械設備を伴う河川管理施設のうち土木施設部分については、洪水時に所要の機能が確

保できるよう適切に点検を実施しました。また、機械設備については、各種マニュアルに

基づき、年点検及び月点検等の定期点検を実施しました。 

 
表 3-1機械設備を伴う河川管理施設箇所数 

主要水系 河川名 樋門(管) 排水機場 水門 

石狩川 石狩川 13 箇所 1 箇所 ― 

 当別川 4 箇所 1 箇所 1 箇所 

豊平川 茨戸川 25 箇所 ― 1 箇所 

 真勲別川 1 箇所 ― ― 

 伏龍川 5 箇所 1 箇所 ― 

 創成川 1 箇所 1 箇所 ― 

 石狩放水路 ― ― 1 箇所 

 豊平川 11 箇所 3 箇所 ― 

 厚別川 9 箇所 2 箇所 ― 

 野津幌川 5 箇所 ― ― 

 月寒川 8 箇所 ― ― 

 望月寒川 5 箇所 1 箇所 ― 

 雁来新川 ― ― ― 

 篠路新川 1 箇所 ― ― 
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 3.2 維持管理対策 

3.2.1堤内排水補修 

 取り組み状況 

正常な機能が損なわれている堤内排水の破損箇所等を補修し、内水の疎通を改善しまし

た。 

 取り組み場所 

石狩川右岸  ＫＰ８．０ 

豊平川左岸  ＫＰ５．４ 

望月寒川左岸 KP１．８ 

厚別川左岸  ９号新川橋～横町橋、横町橋～KP８．４ 

厚別川右岸  KP８．９６ 

伏籠川右岸  KP１．６ 

雁来新川右岸 KP１．１、KP２．８ 

 
堤内排水土砂撤去状況（石狩川） 

 
堤内排水土砂撤状況（厚別川） 

 

3.2.2流木処理・塵芥処理 

 取り組み状況 

流下断面の阻害や河川管理施設への影響となる流木の除去や良好な河川空間の維持を維

持するため、障害物除去、塵芥処理を実施しました。 

 取り組み場所 

全管理区間 
 

 
倒木処理状況（篠路新川） 

 
支障木処理状況（厚別川） 
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 3.2.3法面補修 

 取り組み状況 

植生不良や小動物の巣穴により、降雨による法崩れや流水による洗掘等が懸念される箇

所について、法面補修を実施しました。 

 取り組み場所 

全４６箇所 

石狩川、茨戸川、豊平川、厚別川、野津幌川 

 
法面補修状況（動物等の巣穴）（石狩川） 

 
法面補修状況（野津幌川） 

 

 
法面補修状況（踏み荒らし）（豊平川） 

 
法面補修完了（踏み荒らし）（豊平川） 

 

3.2.4護岸補修 

 取り組み状況 

河川巡視や各種の点検により空洞化に伴う護岸の陥没や沈下が確認された箇所や、老朽

化により護岸が所定の機能を維持できなくなった箇所について、護岸の補修を実施しまし

た。 

 取り組み場所 

茨戸川左岸   ＫＰ１１．８         豊平川左岸   ＫＰ２０．２ 

茨戸川右岸   ＫＰ１２．２、１２．３    豊平川右岸   ＫＰ８．３ 

真駒内川 

 
護岸補修状況（茨戸川） 

 
護岸補修完了（望月寒川） 



石狩川（下流）・豊平川     
３．令和 3 年度の維持管理の実施状況 

札幌河川事務所 河川管理レポート 2021 

13 

 3.2.5河川管理施設修繕 

 取り組み状況 

河川巡視や各種の点検により不具合が報告されている箇所について、施設の機能を保全

するために必要な修繕を実施しました。 

 取り組み場所 

【ゲート、ポンプ設備等の機械設備の整備・修繕 ９箇所】 

石狩川 美登位排水機場〔石狩郡当別町美登位1140-5地先〕 

豊平川 厚別排水機場〔札幌市東区東雁来町255、257番地先〕 

 雁来排水機場（旧）〔札幌市東区東雁来２５４地先〕 

 雁来排水機場（新）〔札幌市東区東雁来２５４地先〕 

厚別川 山本排水機場〔札幌市厚別区厚別町山本地先〕 

 世田ヶ谷排水機場〔江別市元野幌１１０７－１地先〕 

望月寒川 月寒排水機場〔札幌市白石区米里地先〕 

創成川 創成排水機場〔札幌市北区西茨戸5条1丁目１０－１地先〕 

当別川 材木川排水機場〔石狩郡当別町字川下通１１１７番地５地先〕 

伏籠川 茨戸排水機場〔札幌市北区東茨戸１条３丁目１４８番地先〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
主ポンプの整備実施状況 

（厚別排水機場） 

 
関連機械設備の整備実施状況 

（材木川排水機場） 
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 3.2.6天端補修 

 取り組み状況 

河川巡視や堤防点検及び水防活動の支障となるような堤防天端の補修を行いました。ま

た、河川管理に必要な管理用道路の補修も行いました。 

 取り組み場所 

石狩川右岸  ＫＰ１５．５ 

茨戸川左岸  ＫＰ６．４ 

茨戸川右岸  ＫＰ１１．６ 

豊平川左岸  ＫＰ６．９～７．２、KP8．９、KP１０．２ 

月寒川左岸  ＫＰ０．５～１．６、ＫＰ２．５ 

月寒川右岸  ＫＰ０．６～１．６、ＫＰ３．８～４．０ 

望月寒川左岸 ＫＰ１．０～２．０、ＫＰ１．８ 

望月寒川右岸 ＫＰ２．０ 

 

3.2.7堆積土砂掘削 

 取り組み状況 

堆積土砂により門扉が完全に閉じられないおそれのある樋門の門扉周辺や、正常な排水

機能が損なわれている樋門及び呑吐口水路等について、堆積土砂の掘削を実施しました。 

 取り組み場所 

望月寒川 望月寒川４号樋門周辺 

茨戸川 茨戸上流５線樋門 

豊平川 豊平川右岸平和大橋上流 

 
河道内堆積土砂撤去状況（望月寒川） 

 
樋門吐口土砂撤去状況（茨戸上流 5 線樋門） 

 

 

 

 

 

 

 
天端補修状況（豊平川） 

 
天端補修状況（月寒川） 
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 3.2.8標識等の補修 

 取り組み状況 

車止め等の補修や距離標、河川名、注意標識の補修又は設置を実施しました。 

 取り組み場所 

距離標看板 石狩川、茨戸川、真勲別川、豊平川、月寒川、望月寒川、厚別川、 

当別川、創成川、石狩放水路 ２０箇所 

河川名標識 豊平川 １箇所 

注意看板 茨戸川、篠路新川、雁来新川、豊平川、厚別川 ６箇所 

車止め等補修 石狩川、茨戸川、豊平川、月寒川、望月寒川、創成川、石狩放水路、 

伏籠川 ３１箇所 

 

 
河川名標識補修状況（豊平川） 

 
河川名標識補修完了（豊平川） 

  

 
距離標看板補修状況（当別川） 

 
距離標看板補修完了（当別川） 

  

 
車止め補修状況（豊平川） 

 
転落防止柵補修状況（望月寒川） 
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 3.2.9 豊平川・厚別川の樹木伐開 

 取り組み状況 

河川の流下能力の維持・向上、樹林化の抑制、適切な河川監視及び管理を目的に樹木の

伐開を実施しました。 

 

 取り組み場所 

豊平川、厚別川、月寒川 

 

 

3.2.10樋門ゲートのフラップ化 

 取り組み状況 

樋門操作の確実性向上や省力化のため、樋門ゲートのフラップ化（河川の水位によって

ゲートが自動的に開閉する構造）を実施しました。 

 

 取り組み場所 

月寒８号樋門 

 

 
工事の状況 

 
フラップゲート設置完了 

 

 

 

 
伐採状況（豊平川） 

 
河道内の伐採完了（豊平川） 
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 ４．地域連携等 

4.1 自治体との連携・調整 

 取り組み状況 

平成27年9月関東・東北豪雨災害を受けて策定された「水防災意識社会 再構築ビジ

ョン」を踏まえ、平成28年5月27日に「石狩川下流水防連絡協議会 石狩川下流減災対

策委員会（Ｈ２９ 石狩川下流域外減災対策協議会に改名）」を設立し、石狩川下流域

における水害での主な特徴を踏まえ、課題を抽出するとともに、関係機関による減災の

ための取組状況の共有を行いました。 

 

〔石狩川下流域外減災対策協議会〕 

第７回豊平川外地域部会（１月２４日）（Ｗｅｂにて会議） 

 

 
減災対策協議会 地域部会（１/２４） 
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 ５．効率化・改善に向けた取り組み 

5.1 危機管理体制 

 取り組み状況 

災害発生時の対応が迅速かつ的確に行えるように関係機関等と共同で各種訓練を実施し

ました。また、堤防点検結果を反映したパトロールができる様に所内会議にて周知を図

り、危機管理体制の強化に努めました。 

 

 
樋門操作訓練（７月９日） 

 
樋門操作訓練（7 月 9 日） 

  

 
水質事故対策訓練（１０月27日） 

 
水質事故対策訓練（１０月 27 日） 

【樋門操作訓練】逆川樋門〔札幌市白石区米里574-3番地先〕 

   【水質事故対策訓練】雁来新川幹線樋門〔札幌市東区東雁来町地先〕 
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 【第Ⅲ部】 ６．札幌河川事務所の取り組み 

 ゴミマップを作成・公表 

・河川に不法投棄されたゴミは、河川管理上大きな問題ですが、そのゴミの投棄の実態をみな

さまに知っていただくために、河川巡視で確認したごみの場所を地図にして Web サイトに

掲載しました。 

 
 

  

 新型コロナウィルス感染症の拡大防止のための取り組み 

・新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するため、札幌市と協力し、令和３年４月２４

日～１０月３１日の間、豊平川（国管理区間）において、火気の使用や飲食を伴う河川敷地

の利用中止を要請しました。 

 なお、豊平川に火気の使用や飲食を伴う河川敷地の利用中止をお知らせする看板約５０本を

設置するとともに、通常時よりパトロール体制を強化しました。 

 

 河川への投雪による事故防止の取り組み 

・例年、冬になると河川への投雪が後を絶たず、春先に川の水が溢れたり、投雪者が川へ転落

するなど、重大な事故が発生するおそれがあります。 

 そのため、投雪が確認された場所やその可能性が高い場所に投雪禁止の看板を設置するとと

もに、近隣の会社や住宅にお住まいのみなさまに、河川への投雪の危険をお知らせするチラ

シを配布し、事故防止の啓発活動を行っています。 
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 豊平川の安全利用に関する取り組みについて 

・豊平川は身近なレクリエーションの場として幅広く利用されていますが、川の流れが速く危険

な箇所もあり水難事故も多く発生しています。 

札幌河川事務所では、豊平川利用にあたっての注意事項や、安全利用についてリーフレットを

作成し、Ｗｅｂサイトへの掲載等を行い注意喚起、啓発活動を実施しています。 

 

 

 
豊平川安全利用に関するリーフレット 

（Web サイトアドレス：https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/sapporo_kasen/kluhh0000009p61.html） 
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 ７．令和 4 年度の取り組み計画 

令和 3 年度に引き続き、令和 4 年度も災害時に備えて平素から巡視や点検等を行うとともに、地

域住民の憩いと安らぎの場として快適な石狩川・豊平川となるように日常的な維持管理を行います。 

具体的な取り組みとしては、「河川維持管理計画」に準拠するとともに令和 3 年度の実績を踏ま

えた実施を計画しています。 

表 7-1 令和４年度の取り組み計画 

種別 実施項目 R3 実績 R4 実施計画 備考 

河 

川 

の 

状 

況 

把 

握 

 

堤防除草 年１回 年１回  

河川巡視 
平常時 

夏期：週２日 

冬期：週１日 

夏期：週２日 

冬期：週１日 
 

出水時 出水時 出水時  

堤防等河川管理施設

の点検 

出水期前 年１回 年１回  

出水後 出水後 出水後  

地震時 なし 地震発生時  

ゲート等機械設備の点検 年点検、月点検 年点検、月点検  

電気通信施設の点検 年１回 年１回  

許可工作物の点検（検査） 年１回 年１回  

 



石狩川（下流）・豊平川     
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 リンク集 

 
 

 札幌開発建設部 

https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/ 

 

 

 川の防災情報 

http://www.river.go.jp/ 

 

 

 XRAIN雨量情報 

https://www.river.go.jp/x/xmn0107010.php 
 

 ゴミマップ 

https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/sapporo_kasen/kluhh400

0000a147.html 

 

 

地方自治体関連 

 札幌市 

http://www.city.sapporo.jp/ 

 

 

 江別市 

http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/ 

 

 

 石狩市 

http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/ 

 

 

 当別町 

http://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/ 

 

 

 

国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部 札幌河川事務所 

〒005-0032 

札幌市南区南３２条西８丁目２－１ 

TEL ０１１（５８１）３２３５ 

https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/sapporo_kasen/index.html 


