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第１章 総則 

 

第１節 目的 

 この計画は、水防法（昭和２４年法律第１９３号、以下「法」という。資料１。）第３３条の

規定に基づき、本町における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定し、

洪水に際し、水災を警戒し、防ぎょし、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保

持することを目的とする。 

 

資料１ 水防法 Ｐ．６５ 
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第２節 用語の定義 

 主な水防用語の意義は次のとおりである。 

 

標記 説明 

水防管理団体 水防の責任を有する町をいう（法第２条第１項）。 

指定水防管理団体 
水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体として

道知事が指定したものをいう（法第４条）。 

水防管理者 水防管理団体の長である町長をいう（法第２条第２項）。 

消防機関 

消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第９条に規定する

消防の機関（消防本部、消防署及び消防団）をいう（法第２

条第３項）。 

消防機関の長 消防団の長をいう（法第２条第４項）。 

水防団 法第６条に規定する水防団をいう。 

量水標管理者 
量水標、験潮儀その他の水位観測施設の管理者をいう（法第

２条第６項、法第１０条第３項）。 

水防協力団体 

法人その他これに準ずるものとして、国土交通省令で定める

団体で、水防業務を適正かつ確実に行うことができると認め

て、水防管理者が指定した団体をいう（法第３６条第１項）。 

洪水予報河川 

国土交通大臣又は道知事が、流域面積が大きい河川で、洪水

により国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあ

るものとして指定した河川 

国土交通大臣又は道知事は、洪水予報河川について、気象庁

と共同して、洪水のおそれの状況を基準地点の水位又は流量

を示して洪水の予報を行う（法第１０条第２項、法第１１条

第１項、気象業務法（昭和２７年法律第１６５号）第１４条

の２第２項及び第３項）。 

水防警報 

国土交通大臣又は道知事が、洪水により国民経済上重大又は

相当な損害が生じるおそれがあると認めて指定した河川等

について、洪水によって災害が起こるおそれがあるとき、水

防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう（法第２条

第７項、法第１６条）。 
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標記 説明 

水位周知河川 

国土交通大臣又は道知事が、洪水予報河川以外の河川で洪水

により国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあ

るものとして指定した河川 

国土交通大臣又は道知事は、水位周知河川について、当該河

川の水位があらかじめ定めた水位に達したとき、水位又は流

量を示して通知又は周知を行う（法第１３条）。 

水防団待機水位 

（通報水位） 

洪水のおそれがある場合に、関係者に通報しなければならな

い水位であり、量水標の設置されている地点ごとに道知事が

定めるもので、各水防機関が水防体制に入る水位をいう（法

第１２条第１項）。 

はん濫注意水位 

（警戒水位） 

水防団待機水位（通報水位）を超える水位であって、洪水に

よる災害の発生を警戒すべきものとして道知事が定める水

位をいう（法第１２条第２項）。 

なお、水防機関の出動の目安となる水位 

避難判断水位 

（国管理河川） 

国土交通大臣が定める河川において、はん濫注意水位（警戒

水位）を超える水位であって、洪水による災害の発生を特に

警戒すべき水位をいう。 

町長の避難準備情報等の発令判断の目安となる水位 

避難判断水位 

（道管理河川／特別警戒水位） 

道知事が定める河川において、はん濫注意水位（警戒水位）

を超える水位であって洪水による災害の発生を特に警戒す

べき水位 

町長の避難勧告等の発令判断の目安、住民の避難判断の参考

となる水位をいう（法第１３条第１項及び第２項に規定され

る特別警戒水位）。 

はん濫危険水位 

（国管理河川/特別警戒水位） 

国土交通大臣が定める河川において、洪水により相当の家屋

浸水等の被害を生じる氾濫のおそれがある水位をいう。町長

の避難勧告等の発令判断の目安、住民の避難判断の参考とな

る水位をいう（法第１３条第１項及び第２項に規定される特

別警戒水位）。 

はん濫危険水位 

（道管理河川） 

道知事が指定した河川においては、洪水により相当の家屋浸

水等の被害を生じる氾濫のおそれがある水位をいう。 
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標記 説明 

特別警戒水位 

法第１３条第１項及び法第２項に定める洪水による災害の

発生を特に警戒すべき水位 

国土交通大臣が指定した河川においては、はん濫危険水位に

相当し、指定した水位周知河川においてこの水位に到達した

ときは、水位到達情報を発表しなければならない。 

道知事が指定した河川においては、避難判断水位に相当し、

指定した水位周知河川においてこの水位に到達したときは、

水位到達情報を発表しなければならない。 

重要水防箇所 
過去の洪水で堤防が損壊した箇所等、洪水時に堤防が損壊す

るおそれが高く、厳重な警戒が必要な箇所をいう。 

浸水想定区域 

洪水予報河川及び水位周知河川について、洪水時の円滑かつ

迅速な避難を確保し、水災による被害の軽減を図るため、河

川整備の計画降雨により河川がはん濫した場合に浸水が想

定されるとして国土交通大臣又は道知事が指定した区域を

いう（法第１４条）。 
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第３節 水防の責任及び処理すべき事務又は業務の大綱 

 法に定める水防に関係のある機関等の水防の責任及び処理すべき事務又は業務の大綱は次

のとおりである。 

 

第１ 水防の責任 

  町は、その区域における水防を十分に果たす責任を有する（法第３条）。 

 

第２ 処理すべき事務又は業務の大綱 

 

１ 水防管理団体（浦臼町） 

 （１）水防団の設置（法第５条） 

 （２）平常時における河川等の巡視（法第９条） 

 （３）水防団及び消防機関の出動準備又は出動（法第１７条） 

 （４）警戒区域の設定（法第２１条） 

 （５）警察官の援助の要求（法第２２条） 

 （６）他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長への応援要請（法第２３条） 

 （７）堤防決壊等の通報、決壊後の措置（法第２５条、法第２６条） 

 （８）避難のための立ち退きの指示（法第２９条） 

 （９）水防協力団体の指定（法第３６条） 

 

２ 浦臼町防災会議 

   浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置（法第１５条） 

 

３ 道 

 （１）指定水防管理団体の指定（法第４条） 

 （２）水防計画の策定及び要旨の公表（法第７条第１項及び第４項） 

 （３）水防管理団体が行う水防への協力（河川法第２２条の２） 

 （４）気象予報及び警報の伝達（法第１０条第３項） 

 （５）洪水予報の発表及び通知（法第１０条第３項、第１1条第１項、第１３条の２） 

 （６）水位の通報及び公表（法第１２条） 

 （７）水位情報の通知及び周知（法第１３条第２項及び第３項、第１３条の２） 

 （８）浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第１４条第１項、第２項及び第３項） 
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 （９）水防警報の発表及び通知（法第１６条第１項、第２項及び第３項） 

 （１０）避難のための立ち退きの指示（法第２９条） 

 （１１）緊急時の水防管理者、水防団長又は消防機関の長への指示（法第３０条） 

 （１２）水防に関する勧告及び助言（法第４８条） 

 

４ 国土交通大臣（北海道開発局） 

 （１）水防管理団体が行う水防への協力（河川法第２２条の２） 

 （２）洪水予報の発表及び通知（法第１０条第２項、第１３条の２） 

 （３）水防警報の発表及び通知（法第１６条第１項及び第２項） 

 （４）水位情報の通知及び周知（法第１３条第１項、第１３条の２） 

 （５）浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第１４条第１項、第２項及び第３項） 

 

５ 気象庁（札幌管区気象台） 

 （１）気象予報及び警報の通知（法第１０条第１項、気象業務法第１４条の２第１項） 

 （２）洪水予報の発表及び通知（法第１０条第１項及び第２項、法第１１条第１項並びに気

象業務法第１４条の２第２項及び第３項） 

 

６ 量水標管理者 

   水位の通報及び公表（法第１２条第１項及び第２項） 

 

７ 居住者等 

   水防活動への従事（法第２４条） 

 

第３ 安全配慮 

  洪水時においては、消防団員（水防団員）自身の安全確保に留意して水防活動を実施する

ものとする。避難誘導や水防作業の際も、消防団員（水防団員）自身の安全は確保しなけれ

ばならない。 

 

１ 配慮すべき事項 

 （１）水防活動時にはライフジャケットを着用する。 

 （２）水防活動時の安否確認を可能にするため、通常のものが不通の場合でも利用可能な通

信機器を携行する。 

 （３）水防活動には、ラジオを携行する等、 新の気象情報を入手可能な状態で実施する。 
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 （４）指揮者は、水防活動が長時間にわたるときは、疲労に起因する事故を防止するため団

員を随時交代させる。 

 （５）水防活動を行う範囲に応じて監視員を適宜配置する。 

 （６）指揮者又は監視員は、現場状況の把握に努め、消防団員（水防団員）の安全を確保す

るため、必要に応じ、速やかに避難を含む具体的な指示や注意を行う。 

 （７）指揮者は、消防団員（水防団員）等の安全確保のため、あらかじめ活動可能な時間等

を消防団員（水防団員）等へ周知し、共有しなければならない。 

 （８）指揮者は、活動中の不測の事態に備え、避難方法、避難場所、避難を指示する合図等

を事前に徹底する。 

 （９）出水期前に、消防団員（水防団員）を対象とした安全確保のための研修を実施する。 
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第２章 予報及び警報等の伝達 

 

第１節 水防活動に用いられる予報及び警報等の種類等 

 水防活動に用いられる予報及び警報等の種類及び発表機関等は、次のとおりである。 

 

区分 種類 発表機関 適用 

気象予警報 

法第１０条第１項 

気象業務法 

第１４条の２第１項 

大雨警報 

大雨注意報 

洪水警報 

洪水注意報 

札幌管区気象台 

一般向けの注意報及び警報の

発表をもって代える。 

洪水予報 

法第１０条第２項 

気象業務法 

第１４条の２第２項 

警報 

注意報 

情報 

北海道開発局 

札幌管区気象台 

指定河川について、水位又は流

量を示して行う予報 

水防警報 

（法第１６条） 

待機・準備 

出動・指示 

解除 

北海道開発局 

北海道 

指定河川地域の水防管理団体

に水防活動を行う必要がある

ことを警告して発表 

 

 

  



第２章 予報及び警報等の伝達 

10 

 

第２節 水防活動の利用に適合する予報及び警報等 

 

第１ 水防活動の利用に適合する予報及び警報 

  法第１０条第１項及び第２項、法第１１条第１項並びに気象業務法第１４条の２第１項、

第２項及び第３項の規定により、札幌管区気象台長は、気象等の状況により洪水のおそれが

あると認められるときは、その状況を北海道開発局長及び道知事に通知するとともに、必要

に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させるものとする。 

  水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報及び警報は、指定河川洪水注意報及び警

報を除き、一般の利用に適合する注意報、警報及び特別警報をもって代える。なお、水防活

動の利用に適合する特別警報は設けられていない。 

 

１ 水防活動の利用に適合する注意報及び警報の種類並びに内容 

   水防活動の利用に適合する注意報及び警報の種類と対応する一般の利用に適合する注

意報、警報及び特別警報の種類並びに内容は次のとおりである。 

 

水防活動の利用に 

適合する 

警報・注意報 

一般の利用に 

適合する 

特別警報・警報・注意報 

内容 

水防活動用 

気象注意報 
大雨注意報 

風雨、大雨等によって水害が起こるおそ

れがある場合に、その旨を注意して行う

予報 

水防活動用 

洪水注意報 
洪水注意報 

洪水によって水害が起こるおそれがある

場合に、その旨を注意して行う予報 

水防活動用 

気象警報 

大雨特別警報 

暴風雨、大雨等によって重大な災害が起

こるおそれが著しく大きい場合に、その

旨を警告して行う予報 

大雨警報 

暴風雨、大雨等によって重大な水害が起

こるおそれがある場合に、その旨を警告

して行う予報 

水防活動用 

洪水警報 
洪水警報 

洪水によって重大な水害が起こるおそれ

がある場合に、その旨を警告して行う予

報 
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２ 指定河川洪水注意報及び警報 

   法１０条第２項、法第１１条第１項並びに気象業務法第１４条の２第２項及び第３項の

規定により、水防活動の利用に適合する注意報及び警報の種類並びに内容は次のとおりで

ある。 

 

水防活動の利用に 

適合する注意報・警報 
内容 

○○川（指定河川） 

洪水警報 

洪水予報指定河川に対して行う洪水警報。洪水によって重大な水害

の起こるおそれのある場合に、河川名を冠して水位又は流量を示し

て行う予報 

はん濫が広域に及ぶ河川では、はん濫後において、はん濫により浸水

する区域及びその水深を予報する。○○川はん濫警戒情報、○○川は

ん濫危険情報又は○○川はん濫発生情報との標題で発表する。 

○○川（指定河川） 

洪水注意報 

洪水予報指定河川に対して行う洪水注意報。洪水によって水害の起

こるおそれのある場合に、河川名を冠して水位又は流量を示して行

う予報 

○○川はん濫注意情報との標題で発表する。 

※浦臼町では石狩川がこれに該当する。 

 

第２ 気象情報の種類 

  気象情報の種類は、次のとおりである。 

 

１ 地方情報、府県気象情報 

   気象情報とは、気象業務法第１１条及び気象官署予報業務規則第４７条に明記されてい

るとおり、観測結果や予報事項に関する情報を発表し、防災関係機関や住民が円滑な防災

活動を実施できるよう、公衆の利便を増進することを目的とする情報 

   気象の予報等について、警報・注意報に先立って予告的に注意を喚起する場合や、警報・

注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を補完的に解説する場合等に発表する

情報 

 

２ 台風に関する気象情報 

   北海道地方への台風の影響が予想される場合に、住民に対して、台風の状況の周知と防

災対策の必要性を喚起することを目的として発表する情報  
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３ 記録的短時間大雨情報 

   府県予報区内で、数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を観測（地上の雨

量計による観測又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析））したとき

に、府県気象情報の一種として発表する情報 

 

４ 土砂災害警戒情報 

   「大雨警報（土砂災害）」の発表中に、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったと

き、町が避難勧告等を発令する際の判断や住民の自主避難の参考となるよう、都道府県と

気象庁が共同で発表する防災情報。降雨から予測可能な土砂災害のうち、避難勧告等の災

害応急対応が必要な土石流や集中的に発生する急傾斜地崩壊を対象（技術的に予測が困難

である地すべり等は、土砂災害警戒情報の発表対象外）。 

 

５ 竜巻注意情報 

   積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びか

ける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生する可

能性が高まった時に発表する情報。情報の有効期間は、発表から１時間である。 

 

  これらの各種気象情報のうち、次のものを水防活動に利用する。 

  ア 台風に関する気象情報 

  イ 大雨に関する気象情報 

  ウ 記録的短時間大雨情報 

  エ その他、水防活動に密接に関連する気象情報 
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第３ 水防活動の利用に適合する予報及び警報の伝達 

  水防活動の利用に適合する予報及び警報の伝達系統図は、次のとおりである。 

 

 

（注：    は法定伝達経路、    は放送又は無線） 

 

  

砂
川
地
区
広
域
消
防
組
合 

札幌管区気象台 

北海道開発局 
札幌開発建設部 

陸上自衛隊 

北海道警察 
札幌方面本部 

北海道 
（危機対策課） 

消防庁 

ＮＴＴ東日本 
（仙台センタ） 

報道機関 

水
防
管
理
者
（
町
長
） 

ＮＴＴ西日本 
（福岡センタ） 

滝川駐屯地 

一般住民 

空知総合振興局 

（
対
策
通
報
） 

（
対
策
通
報
） 

（
警
報
の
み
） 

ＮＨＫ 
札幌放送局 
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第３節 指定河川洪水予報 

 道知事は、法第１０条第２項及び気象業務法第１４条の２第２項の規定により、洪水予報を

したときは、町（水防管理者）に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、こ

れを一般に周知する。 

 

第１ 洪水予報の種類、危険レベル、水位の名称等 

 

１ 北海道開発局札幌開発建設部が行う洪水予報が行う洪水予報 

 

洪水の 

危険の 

レベル 

洪水 

予報の 

種類 

水位の名称 

発表する 

情報（予報

文の標題） 

発表基準 
避難勧告等の 

判断時期 

住民に 

求める行動 

レベル 

５ 

洪水 

警報 

（はん濫 

 発生） 

○○川 

はん濫 

発生情報 

はん濫が発生し

たとき。 

 住民の避難完了 

レベル 

４ 

（危険） 

洪水 

警報 

はん濫 

危険水位 

（特別警戒 

区域） 

○○川 

はん濫 

危険情報 

はん濫危険水位

に 到 達 し た と

き。 

避難勧告等を判

断 

住民は避難を判

断 

レベル 

３ 

（警戒） 

洪水 

警報 

避難 

判断水位 

 

○○川 

はん濫 

警戒情報 

避難判断水位に

到達し、さらに

上昇するおそれ

があるとき、あ

るいは水位予測

に基づきはん濫

危険水位に到達

すると見込まれ

たとき。 

避難準備情報を

判断 

住民は、はん濫

に関する情報に

注意 

 

レベル 

２ 

（注意） 

洪水 

注意報 

はん濫 

注意水位 

（警戒水

位） 

○○川 

はん濫 

注意情報 

はん濫注意水位

に到達し、さら

に上昇するおそ

れがあるとき。 

 消防団 

（水防団）出勤 

レベル 

１ 

（発表 

なし） 

水防団 

待機水位 

（発表 

なし） 

  消防団 

（水防団）待機 
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第２ 洪水予報指定河川 

 

水系名 河川名 担当 

石狩川 石狩川（下流） 札幌管区気象台、北海道開発局札幌開発建設部 

 

第３ 洪水予報の伝達 

 

１ 北海道開発局札幌開発建設部が行う洪水予報の伝達系統図 

 

 

（注：    は法定伝達経路、    は放送又は無線） 

  

砂
川
地
区
広
域
消
防
組
合 

札幌管区気象台 

北海道開発局 
札幌開発建設部 

陸上自衛隊 

北海道警察 
札幌方面本部 

北海道 
（危機対策課） 

消防庁 

ＮＴＴ東日本 
（仙台センタ） 

報道機関 

水
防
管
理
者
（
町
長
） 

ＮＴＴ西日本 
（福岡センタ） 

滝川駐屯地 

一般住民 

空知総合振興局 
（地域政策課） 

（
対
策
通
報
） 

（
対
策
通
報
） 

（
警
報 

の
み
） 

ＮＨＫ 
札幌放送局 
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第４節 水防警報 

 道知事は、法第１６条第１項及び第２項の規定により、国土交通大臣が指定した河川につい

て、水防警報の通知を受けたとき、又は道知事が指定した河川について水防警報をしたときは

関係水防管理者その他水防に関係のある機関に通知するものとする。 

 

第１ 安全確保の原則 

  水防警報は、洪水によって災害が発生するおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を

警告するものであり、従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければ

ならない。 

  そのため、水防警報の内容においても水防活動に従事する者の安全確保を念頭において通

知するものとする。 

 

第２ 水防警報の種類、内容及び発表基準 

 

種類 内容 発表基準 

待機 

 不意の出水あるいは水位の再上昇等が

予想される場合に状況に応じて、直ちに水

防機関が出動できるように待機する必要

がある旨を警告するもの 

 水防機関の出動期間が長引くような場

合に出動人員を減らしてもさしつかえな

いが、水防活動をやめることはできない旨

を警告するもの 

 気象予報・警報等及び河川状況により特

に必要と認めるとき。 

準備 

 水防に関する情報連絡、水防資器材の整

備、水門機能等の点検、通信及び輸送の確

保等に努めるとともに、水防機関に出動の

準備をさせる必要がある旨を警告するも

の 

 雨量、水位、流量その他の河川状況によ

り必要と認めるとき。 

出動 
 水防機関が出動する必要がある旨を警

告するもの 

 河川はん濫警戒情報等により、又は水

位、流量、その他河川状況により、はん濫

注意水位に達し、なお上昇のおそれがある

とき。 
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種類 内容 発表基準 

指示 

 水位、滞水時間その他水防活動上必要な

状況を明示するとともに越水（堤防から水

があふれる）、漏水、堤防斜面の崩れ、亀

裂、その他河川状況により警戒を必要とす

る事項を指摘して警告するもの 

 河川はん濫警戒情報等により、又は既に

はん濫注意水位を越え災害のおそれがあ

るとき。 

解除 

 水防活動を必要とする出水状況が解消

した旨及び当該基準水位観測所名による

一連の水防警報を解除する旨を通告する

もの 

 はん濫注意水位以下に下降したとき、又

ははん濫注意水位以上であっても水防作

業を必要とする河川状況が解消したと認

めるとき。 

 

第３ 水防警報の対象河川 

 

水系名 河川名 担当 

石狩川 石狩川 北海道開発局札幌開発建設部 

 

第４ 水防警報伝達系統 

  北海道開発局札幌開発建設部が発表する水防警報 

 

 

北海道開発局 

札幌開発建設部 

北海道 
（危機対策課） 

空知総合振興局 
（地域政策課） 

札幌管区気象台 

空知総合振興局 
札幌建設管理部 

北海道警察 
札幌方面本部 

陸上自衛隊 
滝川駐屯地 

水防管理者 
（町長） 

水防関係機関 

砂
川
地
区
広
域
消
防
組
合 
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第３章 雨量・水位等の通報・公表 

 

第１節 雨量・水位等の通報・公表 

 

第１ 水位の通報・公表 

 

１ 雨量・水位の観測所 

   町内の主要な水位及び雨量の観測所、水防団待機水位（通報水位）、はん濫注意水位（警

戒水位）等は、以下のとおりである。 

 （１）水位観測所（北海道開発局）            （平成２７年８月２１日現在） 

所管 

事務所 
観測所名 水系名 河川名 

観測所 

所在地 

水防団 

待機水位 

はん濫 

注意水位 

避難 

判断水位 

はん濫 

危険水位 

計画高 

水位 

札幌 

開発 

建設部 

奈井江大橋 石狩川 石狩川 浦臼町黄臼内 １４．０ １５．８ １９．７ ２０．０ ２０．７４ 

 

 （２）雨量観測所（北海道開発局） 

所管事務所 観測所名 水系名 河川名 観測所所在地 

札幌開発建設部 浦臼 石狩川 石狩川 浦臼町於札内３２５の７３ 

札幌開発建設部 奈井江大橋 石狩川 石狩川 浦臼町黄臼内 

 

２ 水位の通報 

   北海道開発局札幌開発建設部は、所管する観測所の水位が水防団待機水位（通報水位）

を超えるときは、その水位を国土交通省「川の防災情報」、「市町村向け川の防災情報」ホ

ームページに掲載することにより関係機関に通報するものとする。 

 

３ 障害時の水位の通報 

   北海道開発局札幌開発建設部は、所管する観測所の水位が次の各号のいずれかに該当し、

回線途絶等の事由により上記ホームページに観測値を掲載できないときは、水位等通報系

統図に定める関係機関に通報するものとする。 

   通報は電話又は防災行政無線により行うものとし、これにより難いときはファクシミリ

又は電子メールにより行う。 

 （１）水防団待機水位（通報水位）に達したとき。 

 （２）はん濫注意水位（警戒水位）に達したとき。 
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 （３）はん濫注意水位（警戒水位）を超え、再びはん濫注意水位（警戒水位）となるまでの

毎正時 

 （４）はん濫注意水位（警戒水位）以下になったとき。 

 （５）水防団待機水位（通報水位）以下になったとき。 

 （６）上記の各号以外に急激な水位の変動があったとき。 

 

４ 水位の公表 

   北海道開発局札幌開発建設部は、管理する観測所の水位のデータを国土交通省「川の防

災情報」及び市町村向け「川の防災情報」ホームページに掲載することにより常時公表す

るものとする。 

   情報システムによる河川水位の観測情報は、 短１０分ごとに速報値として更新されて

いる。 

   法第１２条第２項の規定により、水位がはん濫注意水位（警戒水位）を超えるときの公

表は、前記ホームページに「河川名・水位観測所名・所在地・水位状況等」を掲載するこ

とにより行うものとする。 

 

５ 水位等通報系統図 

   道及び北海道開発局の水位等通報系統図は、次のとおりである。 

 

 （注）       通常の系統 

           必要に応じ通報       観測機関 

           障害時  

北海道 

空知総合振興局 
地域政策課 

札幌管区気象台 

北海道開発局 

北海道旅客鉄道 
株式会社 

空知総合振興局 
札幌建設管理部 

支社 保線所・工務所 

札幌開発建設部 
滝川河川事務所 

札幌建設管理部 
滝川出張所 

雨量・水位観測所 

水
防
管
理
者
（
町
長
） 
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第２ 雨量の通報 

 

１ 雨量の通報 

   北海道開発局札幌開発建設部は所管する観測所の雨量を国土交通省「川の防災情報」及

び「市町村向け川の防災情報」ホームページに掲載することにより関係機関に通報するも

のとする。 

 

２ 障害時の雨量の通報 

   北海道開発局札幌開発建設部は、所管する観測所の雨量が次の各号のいずれかに該当し、

回線途絶等の事由により上記ホームページに観測値を掲載できないときは、その雨量の状

況を水位等通報系統図に定める関係機関に通報するものとする。 

   通報は電話又は防災行政無線により行うものとし、これによりがたいときはファクシミ

リ又は電子メールにより行う。 

 （１）降雨開始から２４時間以内に６０ｍｍ以上の降雨があったとき。 

 （２）１時間雨量が２５ｍｍ（融雪期１０ｍｍ）に達したとき。 
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第２節 水防管理者等の情報収集 

 

第１ 気象予報及び警報、雨量・水位情報等の収集 

  水防管理者（町長）又は水防に関係のある機関は、常に気象の状況に注意し、必要と認め

るときは、洪水予報、水防警報等の有無に関わらずインターネット、テレビ、ラジオ等によ

り気象情報の収集に努めるものとする。 

  水防管理者（町長）又は水防に関係ある機関は、水防活動の利用に適合する予報及び警報、

洪水予報、水防警報等が発表され、又は洪水のおそれがあると認められる場合は、インター

ネットにより公開されている市町村向けの気象庁「防災情報提供システム」や国土交通省「市

町村向け川の防災情報」、一般向けの国土交通省「川の防災情報」、テレビ、ラジオ等を活用

し、気象、雨量、水位等必要な情報の収集に努めるものとする。 

 

１ 一般向け情報提供 

 

名称 ホームページアドレス 提供情報 

国土交通省 

「川の防災情報」 

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

http://i.river.go.jp/（携帯電話用） 

雨量・水位情報、 

レーダー観測情報、 

水防警報、洪水予報等 

北海道防災情報 

（防災対策 

 支援システム） 

http://www.bousai-hokkaido.jp/ 

気象情報、避難情報、 

道路情報、河川情報、 

メール配信サービス 

札幌管区気象台 

ホームページ 
http://www.jma-net.go.jp/sapporo/ 

気象情報、解析雨量、 

レーダー・ナウキャスト、 

積雪速報等 

気象庁 

ホームページ 

 

http://www.jma.go.jp/ 

 

気象情報、解析雨量、 

レーダー・ナウキャスト 
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第４章 水門等の操作 

 

第１ 河川区間の水門等（洪水） 

  水門等の管理者は、常に当該施設が充分その機能を発揮できるよう努めるとともに、特に

水防時においては、適正な操作を行い、水害の軽減、防止に努めるものとする。 

  水門等の管理者は、気象警報・注意報等及び洪水予報・水防警報の通知を受けたとき、又

は雨量、水位、流量等の気象状況を考慮し、洪水時又は洪水のおそれがあると認めたときは、

各施設の操作規則等に基づき、的確な操作を行うものとする。 

  本町の区域内に設置された水門等の内水排除施設は、資料２のとおりである。 

 

資料２ 樋門・樋管等の設置場所 Ｐ．８４ 

 

第２ 操作の連絡 

  水門等の管理者は、各施設の操作規則等に基づき、水門等の操作についての情報を必要に

応じて関係機関に迅速に連絡するものとする。 

 

第３ 連絡系統 

  連絡系統については各施設の操作規則等に基づき連絡するものとする。 
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第５章 通信連絡 

 

第１ 水防通信網の確保 

 

１ 通信連絡施設等の整備強化 

   水防管理団体（町）及び道は、水災時においても通信連絡が迅速かつ確実に行われるよ

う通信連絡施設等の整備強化に努めるものとする。 

 

２ 水防管理団体の通信施設 

   水防管理団体（町）は、迅速な通信連絡を図るとともに電話不通時に備えて対策を講じ

ておくものとする。 

 

３ 連絡責任者 

   水防管理団体（町）及び水防に関係のある機関は、水防警報及び警報連絡等の重要性に

かんがみ、連絡責任者を定め、その氏名をあらかじめ関係のある水防管理団体及び関係機

関に通知しておくものとする。 

 

第２ 通信手段の確保等 

  町及び防災関係機関は、災害発生直後は、災害情報連絡のための通信手段を直ちに確保す

るため、情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が生じた施設の復旧を行う。 

  また、災害時の防災関係機関相互の通信連絡は、東日本電信電話株式会社等の公衆通信設

備、防災関係機関が設置した通信設備を使用する。 

  なお、電気通信事業者は、災害時において、防災関係機関の重要通信を優先的に確保する。 

 

第３ 通信設備の利用並びに通信途絶時等における措置等 

  第１における、通信設備等が使用できない場合は、次の方法により通信連絡を行うものと

する。 

 

１ 電話による通信 

   電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果的に活用するものとす
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る。 

   なお、災害時優先電話は、発信は優先扱いされるが、着信については通常電話と同じ扱

いとなることに留意すること。 

 

２ 電報による通信 

 （１）非常扱いの電報 

    天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防

若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な内

容を事項とする電報 

 （２）緊急扱いの電報 

    非常扱いの電報を除くほか、公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする電報。 

    なお、非常扱いの電報は緊急扱いの電報より優先する。 

 （３）非常・緊急電報の利用方法 

  ア １１５番（局番無し）をダイヤルしＮＴＴコミュニケータを呼び出す。 

  イ ＮＴＴコミュニケータがでたら 

  （ア）｢非常又は緊急扱いの電報の申込み｣と告げる。 

  （イ）あらかじめ指定した登録電話番号と通話責任者名等を告げる。 

  （ウ）届け先、通信文等を申し出る。 

 （４）電気通信事業法及び契約約款に定める電報内容、機関等 

  ア 非常扱いの電報は、次の事項を内容とする電報を次の機関等において発信し、又は配

達を受ける場合に限り取り扱う。 

電報の内容 機関等 

１ 気象、水象、地象若しくは地動の観測の

報告又は警報に関する事項 
（１）気象機関相互間 

２ 洪水等が発生し、若しくは発生するおそ

れがあることの通報又はその警告若しくは

予防のための緊急を要する事項 

（１）水防機関相互間 

（２）消防機関相互間 

（３）水防・消防機関相互間 

３ 災害の予防又は救援のための緊急を要す

る事項 

（１）消防機関相互間 

（２）災害救助機関相互間 

（３）消防・災害救助機関相互間 

４ 鉄道その他の交通施設（道路、港湾等を

含む）の災害の予防又は復旧その他輸送の

確保に関し、緊急を要する事項 

（１）輸送の確保に直接関係がある機関相互間 

５ 通信施設の災害の予防又は復旧その他通

信の確保に関し、緊急を要する事項 
（１）通信の確保に直接関係がある機関相互間 

６ 電力設備の災害の予防又は復旧その他電

力供給の確保に関し、緊急を要する事項 

（１）電力供給の確保に直接関係がある機関相互

間 
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電報の内容 機関等 

７ 秩序の維持のため緊急を要する事項 （１）警察機関相互間 

（２）防衛機関相互間 

（３）警察・防衛機関相互間 

８ 災害の予防又は救援に必要な事項 （１）天災、事変その他の非常事態が発生し、又

は発生するおそれがある事を知った者と本

表の１～７に掲げる機関との間 

 

  イ 緊急扱いの電報は、次の事項を内容とする電報を次の機関等において発信し、又は配

達を受ける場合に限り取り扱う。 

通話の内容 機関等 

１ 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事

故その他人命の安全に係わる事態が発生

し、又は発生するおそれがある場合におい

て、その予防、救援、復旧等に関し、緊急を

要する事項 

（１）非常扱いの通話を取り扱う機関相互間（上

記アの表の８に掲げるものを除く） 

（２）緊急事態が発生し､又は発生するおそれが

あることを知った者と（１）の機関との間 

２ 治安の維持のため緊急を要する事項 （１）警察機関相互間 

（２）犯罪が発生し､又は発生するおそれ 

があることを知った者と警察機関との間 

３ 天災、事変その他の災害に際しての災害

状況の報道を内容とするもの 

（１）新聞社、放送事業者又は通信社の機関相互

間 

４ 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不

可欠な役務の提供その他生活基盤を維持す

るために緊急を要する事項 

（１）水道・ガスの供給の確保に直接関係がある

機関相互間 

（２）預貯金業務を行う金融機関相互間 

（３）国又は地方公共団体（上記アの表及び本表

の１～４（２）に掲げるものを除く）相互間 

 

３ 公衆通信設備以外の通信 

   公衆通信設備以外の通信として災害時緊急に利用できる通信施設は、おおむね次のとお

りである。 

 （１）浦臼町の通信施設 

  ア 北海道総合行政情報ネットワークによる通信 

    北海道総合行政情報ネットワークを利用して情報の収集及び伝達を行う。 

  イ 浦臼町防災行政無線による通信 

    浦臼町防災行政無線（移動局を含む。）を利用して情報の収集及び応急措置命令の連

絡通信を行う。 

  ウ 消防無線による通信 
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    砂川地区広域消防組合及び消防車に設置されている無線を利用して情報の収集及び

応急措置命令の通信を行う。 

 （２）陸上自衛隊の通信等による通信 

    北部方面総監部、師団・旅団、駐屯部隊等の有線及び無線通信電話を経て行う。 

 （３）警察電話等による通信 

    砂川警察署の専用電話又は無線電話を利用して、通信相手機関に も近い警察機関を

経て行う。 

 （４）鉄道電話による通信 

    鉄道所属の電話により 寄りの駅、又は保線所から通信相手機関に も近い駅、保線

所等を経て行う。 

 （５）北海道電力株式会社の専用電話による通信 

    北海道電力株式会社滝川営業所を経て行う。 

 （６）北海道地方非常無線通信協議会加入無線局による通信 

    北海道地方非常無線通信協議会加入無線局による無線を利用して情報の収集及び伝

達を行う。 

 

４ 通信途絶時等における措置 

   これまでに掲げた各通信系をもって通信を行うことができないとき又は通信を行うこ

とが著しく困難であるときは、車両及び徒歩等により連絡員を派遣し、口頭により連絡す

る等、臨機の措置を講ずる。 

   また、北海道総合通信局では、防災関係機関が希望する場合、移動通信機器の貸出を行

っているので、その利用も検討する。 

［連絡先］総務省北海道総合通信局防災対策推進室（直通電話）０１１－７４７－６４５１ 

 

第４ 通信連絡系統 

  水防を実施するための関係機関との通信連絡系統は、資料３のとおりである。 

 

資料３ 水防関係機関等との通信連絡系統 Ｐ．８５ 

  



第６章 水防施設及び輸送 

29 

 

第６章 水防施設及び輸送 

 

第１節 水防倉庫及び水防資器材 

 

第１ 水防資器材の保有状況調査 

  水防管理者（町長）は、水防資器材の確保のため、その区域内において水防用資器材を保

有する資材業者等の保有状況等を調査把握し、緊急時の補給に備えるとともに、備蓄資器材

の使用又は損傷により不足を生じた場合は直ちに補充しておくものとする。 

 

第２ 水防資器材の備蓄 

  水防管理者（町長）は、水防作業の実施に伴う水防資器材を備蓄するものとする。 

 

第３ 水防用土砂の採取 

  水防管理者（町長）は、水防活動の実施に必要な土砂採取場を調査し、常に採取可能な状

態としておくものとする。 

  水防用土砂採取場は次のとおりとする。 

    土砂採取場の地名 

     浦臼町字於札内３８１番地の７８地先 
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第２節 輸送の確保 

 

第１ 輸送路線の確保 

  水防管理者（町長）は、水防資器材の調達及び作業員等の輸送を確保するため、経路等に

ついてあらかじめ調査し、万全の措置を講じておくものとする。 

 

第２ 輸送計画 

  水防の規模、状況等により、他の機関の輸送力を必要とする場合は、浦臼町地域防災計画

第５章第１５節「輸送計画」に定めるところにより必要な措置を講ずるものとする。 
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第７章 巡視、警戒及び重要水防箇所 

 

第１節 巡視及び警戒 

 

第１ 河川等の巡視 

  法第９条の規定により、水防管理者、消防団長（水防団長）又は消防機関の長（以下この

章において「水防管理者等」という。）は、随時区域内の河川等を巡視し、水防上危険である

と認められる箇所があるときは、直ちに当該河川等の管理者（以下「河川等の管理者」とい

う。）に連絡して必要な措置を求めるものとする。 

  水防管理者等が、出水期前や洪水経過後等に、重要水防箇所又は洪水箇所、その他必要と

認める箇所の巡視を行う場合には、必要に応じて河川等の管理者に立会又は共同で行うこと

を求めることができるものとする。 

 

第２ 非常警戒 

  水防管理者（町）、砂川地区広域消防組合消防長は、非常配備を指令したときは、水防に関

係ある機関に対し通知するとともに、重要水防区域の監視及び警戒を厳重に行い、異常を発

見したときは直ちに空知総合振興局長及び河川管理者に報告するとともに速やかに水防作

業を実施しなければならない。 

  監視に当たり、特に注意すべき事項は次のとおりである。 

 （１）居住地側堤防斜面の漏水又は堤防内の浸透水の飽和による亀裂及び崩れ 

 （２）川側堤防斜面で水当たりの強い場所の亀裂又は一部流出（崩壊） 

 （３）堤防上面の亀裂又は沈下 

 （４）堤防から水があふれている状況 

 （５）（排・取）水門の両袖又は底部からの漏水と扉の締り具合 

 （６）橋梁その他の構築物と取付け部分の異常 

 （７）貯水池については、次の事項に注意するものとする。 

  ア 堤体の漏水、亀裂及び法崩れ 

  イ 樋管の漏水による亀裂及び法崩れ 

  ウ 取水施設、余水吐、放水路等の状態 

  エ 流入水及び浮遊物の状況 

  オ 周辺の地すべり等の崩落状況 
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第２節 重要水防箇所 

 水防管理者（町）等は、重要水防箇所を中心として随時区域内の河川等の巡視を行うととも

に、特に出水期前及び洪水経過後においては、河川管理者と合同で巡視を行い、重要水防箇所

等の実態を把握しておくものとする。 

 

第１ 国土交通省管理重要水防箇所 

  国土交通省管理河川における重要水防箇所は、資料４のとおりである。 

 

資料４ 重要水防箇所・大臣管理区間 Ｐ．８７ 

 

第２ 道管理重要水防箇所 

  道管理河川における重要水防箇所は、資料５のとおりである。 

 

資料５ 重要水防箇所・知事管理区間 Ｐ．８９ 
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第８章 水防組織 

 

第１節 浦臼町の水防組織 

 

第１ 浦臼町の組織 

  町は、浦臼町災害対策本部条例（昭和３８年３月３１日条例第７号）の定めるところに準

じ、水防に関する事務を処理するものとし、その総括は総務課（庶務係）が行うものとする。 

  なお、町に災害対策本部が設置されたときは、災害対策本部でその事務を処理するものと

する。 

 

第２ 浦臼町防災会議 

  法第３３条の規定に基づく水防計画の調査及び審議は、浦臼町防災会議が行うものとする。 

  なお、浦臼町防災会議の組織は、資料６である。 

 

資料６ 浦臼町防災会議の組織 Ｐ．９０ 

 

第３ 水防本部の組織及び業務分担 

  水防本部の業務分担は資料７のとおりである。 

 

資料７ 水防本部の業務分担 Ｐ．９１ 

 

第４ 消防機関の組織 

  消防機関の組織は資料８のとおりである。 

 

資料８ 消防機関の組織 Ｐ．９５ 
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第５ 消防機関の水防分担区域 

  消防機関の水防分担区域は、次に定めるとおりとする。ただし、分担区域外にあっても消

防長又は消防署長が必要と認め指示したときは、直ちに出動し現地水防活動に当たるものと

する。 

 

総体責任者 浦臼消防団長 

分団名 班員数 動員可能人数 分担区域 

団本部 
１１ 

（７） 

１１ 

（７） 
全町 

第１分団 ２０ ２０ 浦臼地区 

第２分団 １４ １４ 鶴沼地区 

第３分団 １４ １４ 晩生内地区 

（ ）内は女性団員数 
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第９章 水防活動 

 

第１節 町の非常配備体制 

 

第１ 町の非常配備体制 

  町は、法第１０条並びに第１１条に規定する洪水予報及び第１６条に規定する水防警報を

受けたとき、また洪水の危険が予想されるときから、その危険が解消されるまでの間は、次

による非常配備体制により水防業務を処理するものとする。 

  なお、災害対策本部が設置されたときは、浦臼町地域防災計画に基づく非常配備体制によ

り処理するものとする。 

 

１ 非常配備基準と体制 

   非常配備基準と体制は、次のとおりとする。ただし、災害の規模及び特性に応じ、基準

によりがたいと認められる場合は、臨機応変の配備体制を整えるものとする。 
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種別 配備の時期 配備の内容 任務 配備要員 

第
１
非
常
配
備
（
準
備
） 

１ 気象情報等により

災害の発生が予想さ

れるとき、又は気象警

報を受けたとき。 

２ その他、本部長が当

該配備を必要と認め

たとき。 

 

 

 情報収集・伝達・報告

及び連絡調整活動等が

円滑に行える体制とし、

災害の発生が予想され

る地域の監視を行い、状

況により更に次の第二

非常配備に移行し得る

体制を整えておくこと

とする。 

１ 情報の収集 

２ 関係機関と

の連絡 

 各課長及び総

務課・産業建設

課の係長以上の

職員、防災担当

職員 

第
２
非
常
配
備
（
警
戒
） 

1 局地的な災害の発生

が予想されるとき又

は災害が発生したと

き。 

２ その他本部長が必

要があると認めると

き。 

 災害の発生とともに、

関係各対策部の部員が

速やかに、災害応急活動

ができる体制とする。 

１ 情報の収集 

２ 関係機関と

の連絡 

３ 応急措置の

実施 

 

 

全職員 

第
３
非
常
配
備
（
出
動
） 

 災害対策本部設置基

準によるとともに浦臼

町を含む地域に特別警

報が発表されたとき。 

 災害対策本部全職員

をもって迅速にそれぞ

れの災害応急活動がで

きる体制とし、応急処置

を講じて災害の拡大を

防ぐとともに、被災者の

救護を実施する。また、

特別警報を受けた場合

には、非常に危険な状況

であり、直ちに 善を尽

くして身を守るように

住民へ呼びかける。 

 災害業務全般

の実施 

全職員 

（注）水防管理者は非常配備を指令したときは、水防に関係ある機関に通知するとともに、空

知総合振興局に報告するものとする。 
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２ 消防団（水防団）及び消防機関の非常配備基準 

 

種別 配備の時期 配備内容 

待機 

１ 水防警報河川に水防警報（待機）が発

令されたとき。 

２ 石狩川はん濫注意情報が発令され、待

機を必要と認めたとき。 

３ 大雨警報又は洪水警報の発令により、

又は河川等の状況により、待機を必要と

認めたとき。 

４ 道知事から待機の指示を受けたとき。 

１ 状況に応じ直ちに出動できるような

非番の職員に対し自宅待機を指示する

こと。 

２ 重要水防区域、その他水防注意を要す

る箇所の非常監視警戒を行うこと。 

３ 予想される災害の状況程度によって

一部の職員又は団員を招集し、隊の増強

を行うこと。 

準備 

１ 石狩川はん濫警戒情報及び水防警報

河川に水防警報（準備）が発令されたと

き。 

２ 大雨警報又は洪水警報の発令により、

又は河川等の状況により、水防活動の準

備を必要と認めたとき。 

３ 道知事から出動準備の指示を受けた

とき。 

１ 非番消防職員の半数及び団員の半数

を招集し、隊の編成を行うこと。 

２ 消防（水防）本部に連絡員を派遣し、

連絡情報の収集に努めること。 

３ 出動車両の点検整備を行うこと。 

４ 水防資器材及び各隊装備機材の整備

及び準備を行うこと。 

５ 出動の場合の順路検討及びこれに伴

う対策を確認すること。 

６ 重要水防区域、その他水防上注意を要

する箇所の非常監視警戒の強化を行う

こと。 

出動 

１ 水防警報河川に水防警報（出動）発令

されたとき。 

２ 石狩川はん濫警戒情報が発令され、又

は雨量、水位、流量その他の状況により

はん濫注意水位に達し、なお上昇のおそ

れがあるとき。 

３ 大雨警戒又は洪水警報が発令され、又

は雨量、水位、流量その他の状況により

堤防の溢水（水があふれる）、決壊等の

おそれがあるとき。 

４ 道知事から出動の指示を受けたとき。 

１ 消防職員及び団員の全部を収集し隊

の編成を行い、現地に出動し、水防 活動

及び避難救助活動を行うこと。 
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第２節 警戒区域 

 

第１ 警戒区域の設定 

  法第２１条の規定により、消防機関に属する者は、水防上緊急の必要がある場所に警戒区

域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止、若しくは制限し、

又はその区域から退去を命ずることができるものとする。 

 

第２ 警察官の警戒区域の設定 

  第１に定める場所において、消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者から要求

のあったときは、警察官は消防機関に属する者の職権を行うことができるものとする。 

 

第３ 警戒区域設定の報告 

  前第１において警戒区域を設定した者は、直ちに水防管理者、消防長及び警察署長に報告

するものとする。 
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第３節 水防作業 

 

第１ 水防作業 

  水防作業を必要とする異常事態が発生したときは、被害を未然に防止し、又は被害の拡大

を防ぐため、堤防の構造、流速、護岸の状態等を考慮して も適切な工法を選択し実施する

ものとする。 

  水防管理者は、平常時から水防実施関係者に水防工法等を習熟させ、災害時においても

も適切な作業が即時に実施できるよう努めなければならない。 

 

第２ 水防工法 

  水防区域における水防工法の種類は、資料９のとおりとする。 

 

資料９ 水防工法 Ｐ．９６ 
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第４節 避難のための立退き 

 災害による避難のための立退きの指示等は、次に定めるもののほか浦臼町地域防災計画第５

章第５節「避難対策計画」の定めるところによる。 

 

第１ 避難及び立退きの指示 

 （１）法第２９条の規定により、洪水により著しい危険が切迫していると認められるときは、

必要と認める区域の居住者に対し、避難のため立退くべきことを指示することができる。 

    なお、水防管理者（町長）が指示をする場合においては、砂川警察署長にその旨を通

知するものとする。 

 （２）水防管理者（町長）は、避難のための立ち退きを指示した場合は、その状況を空知総

合振興局長に速やかに報告するものとする。 

 （３）水防管理者（町長）は、あらかじめ危険が予想される区域について、避難計画を作成

し、避難場所、避難経路その他必要な事項を定め一般に周知しておくものとする。 

 

第２ 警察官の避難の指示 

  警察官は、水防管理者が避難のための立退きを指示することができないと認めるとき、又

は水防管理者から要求があったときは、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対

し、避難のための立退きを指示するものとする。なお、警察官が立退きを指示する場合にお

いては、水防管理者に通知するものとする。 

 

第３ 避難場所の指定及び避難者等の輸送 

  避難場所の指定及び避難者等の輸送は、浦臼町地域防災計画第５章第５節「避難対策計画」

及び第１５節「輸送計画」に定めるところによるものとする。 

 

第４ 特に防災上の配慮を要する者が利用する施設の洪水予

報等の伝達 

  浸水想定区域内の高齢者、障がい者、乳幼児等の避難行動要支援者その他特に防災上の配

慮を要する者が利用する施設（要配慮者関連施設）について、洪水時に円滑かつ迅速な避難

の確保が図られるよう洪水予報等を電話、防災行政無線、ＦＡＸ、広報車等により施設管理

者に伝達するとともに避難誘導等を実施する。  
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  要配慮者施設 

名称 所在地 電話 ＦＡＸ 

浦臼町立みどり幼稚園 浦臼内１８３－１７１ 67-3012 67-3014 

浦臼町立診療所 ウラウシナイ１８３－１８１ 68-2101 67-3876 

特別養護老人ホームゆうあいの郷 キナウスナイ１８８－７０ 68-2711 67-3117 

障碍者通所授産施設晩生内 

ワークセンター 
晩生内２２７番地の４４ 69-2211 69-2213 
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第５節 決壊通報 

 

第１ 決壊通報 

  法第２５条の規定により、水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、

砂川地区広域消防組合（消防長）又は他の管理者は、直ちに一般住民、関係機関及び隣接市

町に通報するものとする。 

  通報を受けた河川管理者は水防上危険であるかどうか確認を行い、危険が認められる場合

には町長に避難勧告等の発令に資する事象として情報提供するものとする。 

 

 

 

第２ 決壊後の措置 

  法第２６条の規定により、堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、消

防機関の長は、できる限りはん濫による被害が拡大しないよう努めるものとする。 

  

北海道 

（維持管理防災課） 

北海道開発局 

（河川管理課） 

関係総合振興局 

又は振興局 

水防管理者 

（町長） 

自衛隊 

砂川地区 

広域 

消防組合 

（消防長） 

砂川警察署 北海道警察札幌方面本部 北海道警察本部 

北海道開発局 
（地方整備課） 

報道機関 空知総合振興局 

（地域政策課） 
北海道 

（危機対策課） 

札幌開発建設部 

（治水課等） 

（河川事務所等経由） 
札幌建設管理部 

（管理課） 

（出張所等経由） 

河
川
管
理
者 

一般住民 

隣接市町 

（災害派遣要請） 
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第６節 水防解除 

 水防管理者は、水位がはん濫注意水位以下に減じ、かつ危険がなくなったときは、水防の非

常配備体制を解除し、これを一般に周知するとともに関係機関に通知するものとする。 
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第１０章 協力及び応援 

 

第１ 隣接市町水防管理団体との協力応援 

  法第２３条第１項の規定に基づく隣接市町水防管理団体との協力応援系統は、次のとおり

である。 

 

   
市町名 市役所・役場 消防本部 

   

   
美唄市 ０１２６－６２－３１３１ ０１２６－６６－２２２６ 

浦臼町 

６８－２１１１ 

砂川地区広域消防組合 

消防本部 

０１２５－５４－２１９６ 

砂川地区広域消防組合 

砂川消防署奈井江・浦臼支署 

０１２５－６５－２２５９ 

  

  
新十津川町 ０１２５－７６－２１３１ ０１２５－７６－２６１９ 

  

  
月形町 ０１２６－５３－２３２１ ０１２６－５３－２１５４ 

  

  
奈井江町 ０１２５－６５－２１１１ ０１２５－６５－２２５９ 

  

  
当別町 ０１３３－２３－２３３０ ０１３３－２３－２５３７ 

   

 

第２ 国（国土交通省）への派遣要請 

  水防管理者（町長）は、洪水等により甚大な災害が発生した場合、又は発生のおそれがあ

る場合に、河川管理者との水防活動に関する災害情報の共有を行うため、必要に応じ職員の

派遣（リエゾンの派遣）を要請する。 

 

第３ 警察官との協力応援 

  警察官との協力応援は、浦臼町地域防災計画第５章第１３節「災害警備計画」の定めると

ころに準じるものの他、水防管理者及び消防庁が協力応援をもとめるときの、法に規定され

ている事項は、次のとおりである。 

 （１）警戒区域の監視       法第２１条第２項 

 （２）警察官の出動        法第２２条 

 （３）警察通信施設の使用     法第２７条第２項 
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第４ 自衛隊の派遣要請 

  水防管理者（町長）は、災害に際し、自らの能力で処理することが困難な事態が予想され

るときは、浦臼町地域防災計画第５章第７節「自衛隊派遣要請及び派遣活動計画」に基づき、

道知事（空知総合振興局長）に対して派遣を要請することができる。 

  派遣要請の要求に当たっては次の事項を明らかにするものとする。 

 （１）災害の状況及び派遣要請を要求する事由 

 （２）派遣を希望する期間 

 （３）派遣を希望する区域及び活動内容 

 （４）派遣部隊が展開できる場所 

 （５）派遣部隊との連絡方法、その他参考となるべき事項 

 

 

 

  



第１１章 水防信号、水防標識及び身分証票 

47 

 

第１１章 水防信号、水防標識及び身分証票 

 

第１節 水防信号 

 

第１ 水防信号 

  法第２０条の規定により、道知事が定める水防信号は、次のとおりである。 

  なお、地震による堤防の漏水及び沈下等の場合も下記に準じて取り扱うものとする。 

 １ 第１信号 はん濫注意水位（警戒水位）に達したことを知らせるもの 

 ２ 第２信号 消防団員（水防団員）及び消防機関に属する者の全員が出動すべきことを知

らせるもの 

 ３ 第３信号 水防管理団体の区域内に居住する者が出動すべきことを知らせるもの 

 ４ 第４信号 必要と認める区域内の居住者に避難のため立ち退くべきことを知らせるも

の 

 ５ 地震による堤防の漏水、沈下等の場合は、上記に準じて取り扱う。 

 

 警鐘信号 サイレン信号 

第１ 

信号 
○休止 ○休止 ○休止 

約 

５秒 １５秒 ５秒 １５秒 ５秒 １５秒 

 ○ － 休止   ○ － 休止   ○ － 休止 

第２ 

信号 
○－○－○ ○－○－○ 

約 

５秒 ６秒 ５秒 ６秒 ５秒 ６秒 

 ○ －休止  ○ －休止  ○ －休止 

第３ 

信号 
○－○－○－○ ○－○－○－○ 

約 

１０秒 ５秒 １０秒 ５秒 １０秒 ５秒 

 ○ － 休止  ○ － 休止  ○ － 休止 

第４ 

信号 
乱打 

約 

１分 ５秒 １分 ５秒 

 ○ －休止  ○ －休止 

備考 １ 信号は適宜の時間継続すること｡ 

   ２ 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することを妨げないこと。 

   ３ 危険が去ったときは、口頭伝達により周知させるものとする。 
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第２節 水防標識 

 

第１ 水防標識 

  法第１８条の規定により、道知事が定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、

車両及び歩行者は、これに進路を譲らなければならないが、その道知事が定める標識は次の

とおりである。 
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第３節 必要な土地に立ち入る場合の職員等の身分証票 

 法第４９条第１項に定める業務を行うための職員及び消防機関に属する者の身分証明書は

次のとおりとする。 

 

（表）  （裏） 

第  号 

水防立入検査証 

 

所 属 

 

 職  

 

氏 名 

 

 

 

   年  月  日 

 

浦臼町長         印  

  

注意 

 

１．本書は、他人に貸与し若しくは

贈与し又は勝手に修正しないこ

と。 

 

２．本書は、身分を失ったときには

直ちに発行者に返還すること。 

 

３．本書は、水防法第４９条第２項

による立入票である。 

（縦９センチメートル 横６センチメートル） 
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第１２章 費用負担と公用負担 

 

第１節 費用負担 

 

第１ 費用負担 

 １ 法第４１条の規定により、水防管理団体（町）の水防に要する費用は、当該水防管理団

体が負担するものとする。 

 ２ 法第２３条第３項及び第４項の規定により、他の水防管理団体（町）の応援のために要

した費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担するものとし、負担する費用の額及び

負担の方法は、応援を求めた水防管理団体と応援を求められた水防管理団体（町）が協議

して定めるものとする。 

 

第２ 利益を受ける市町村の費用負担 

 １ 法第４２条第１項の規定により、水防管理団体（町）の水防によって、当該水防管理団

体の区域以外の市町村が著しく利益を受けるときは、当該水防に要する費用の一部は、当

該水防により著しく利益を受ける市町村が負担するものとする。 

 ２ 法第４２条第２項の規定により、負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う

水防管理団体（町）と当該水防により著しく利益を受ける市町村とが協議して定めるもの

とする。 

 ３ 法第４２条第３項の規定により、当該協議が成立しないときは、水防管理団体（町）は

道知事にあっせんを申請することができる。 
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第２節 公用負担 

 

第１ 公用負担 

  法第２８条第１項の規定により、水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者（町長）

又は消防機関の長は水防の現場において次の権限を行使することができる。 

 

 １ 必要な土地の一時使用 

 ２ 土石、竹木その他の資材の使用若しくは収用 

 ３ 車両その他の運搬用機器の使用 

 ４ 工作物その他の障害物の処分 

 

第２ 公用負担権限委任証 

  公用負担の権限を行使する者は、その身分を示す証明書を、また、これらの者の委任を受

けた者は、別記様式１に定める委任証を携行し、関係者の請求があった場合は、これを提示

しなければならない。 

 

（別記様式１） 

 
 
第   号 
 

公用負担権限委任証 
 
       住 所 
       職 名 
       氏 名 
 
 上記の者に    区域にお
ける水防法第２８条第１項の権
限行使について委任したことを
証明する。 
 
  年  月  日 
 
 
   委任者 氏名    印 

（縦９センチメートル 横６センチメートル） 
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第３ 公用負担命令票 

  公用負担を命ずる権限を行使する者は、別記様式２に定める証票を２通作成し、その１

通を目的物の所有者、管理者又はこれに準ずる者に交付するものとする。 

 

（別記様式２） 

 
 
第   号 
 

公用負担命令票 
 
                           住 所 
                           氏 名 
 
 水防法第２８条第１項の規定により、次のとおり公用負担を命ずる。 
 
 １ 目的物 
 （１）所在地 
 （２）名 称 
 （３）種 類（又は内容） 
 （４）数 量 
 ２ 負担内容 
   （使用、収用、処分等について詳記すること。） 
 
         年  月  日 
 

命令者   職   氏名       印  

（日本工業規格Ａ４版） 

 

第４ 損失補償 

  法第２８条第２項の規定により、水防管理団体は、公用負担の権限を行使することによ

り損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償するものとする。 
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第１３章 水防報告 

 

第１ 水防報告 

  水防管理者（町長）は、次に定める事態が発生したときは、速やかに空知総合振興局長に

報告するものとする。 

 （１）消防団（水防団）及び消防機関を出動させたとき。 

 （２）他の水防管理団体に応援を求めたとき。 

 （３）その他報告を必要と認める事態が発生したとき。 

 

第２ 水防活動実施報告 

  水防管理者（町長）は、水防活動が終結したときは、遅滞なく記録を整理し、次の調査対

象期間ごとに水防活動実施報告書を作成の上、所定の期日までに空知総合振興局長に報告す

るものとする。 

  【調査対象期間】１月～５月、６月～７月、８月～９月、１０月～１２月 
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水防活動実施報告書 

                                   自  年  月 

（市町村名        ）                     至  年  月 

 

水防活動 使用資材費 
左のうち主要資材費 

３５万円以上使用団体分 

備考 
団
体
数 

活
動
延
人
員 

主
要
資
材 

そ
の
他
資
材 

計 

団
体
数 

使用資材費 

主
要
資
材 

そ
の
他
資
材 

計 

水防管理団

体分 

前回迄 （ ） 

人 円 円 円 

― 

 

  

 

月分 （ ）     ―     

月分 （ ）     ―     

月分 （ ）     ―     

小 計 （ ）     ―     

累 計       円 円 円  

〔作成要領〕 

 １ 「前回迄」欄は、前回報告分に係る「累計」欄の数及び金額を記入すること。 

 ２ 「団体数」欄の（ ）書には、当該月内に水防活動を行った水防管理団体数を、その他

の欄には水防管理団体の実数を記入すること。 

 ３ 「月分」欄は、当該期間の調査対象月数に応じ区分すること。ただし、水防活動を行わ

ない月の欄は不要 

 ４ 「主要資材」欄は、俵、かます、布袋類、たたみ、むしろ、なわ、竹、生木、丸太、く

い、板類、鉄線、釘、かすがい、蛇籠、置石及び土砂の使用額を記入すること。 

 ５ 「その他資材」欄は、主要資材以外の資材の使用額を記入すること。 

 ６ 「左のうち主要資材３５万円以上使用団体分」の各欄の記入は、水防管理団体分の「累

計」欄のみ記入すること。 
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第１４章 水防訓練 

 

第１ 水防訓練 

  水防管理者（町長）は、消防機関の職員及び団員に対し、随時水防工法についての技能を

修得させるとともに、法第３５条に定めるところにより、毎年１回以上水防訓練を実施する

ものとする。 

  また、必要に応じ河川管理者に水防訓練への参加を要請する。 
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第１５章 公務災害補償等 

 

第１ 公務災害補償 

  法第２４条の規定により居住者等が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは

病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障

がいの状態となったときは、法第４５条の規定に基づき、市町村消防団員等公務災害補償条

例（昭和３２年２月１３日北海道市町村総合事務組合条例第１号）の定めるところにより、

その者又はその者の遺族がこれらの原因によって受ける損害を補償するものとする。 
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第１６章 浸水想定区域 

 

第１ 浸水想定区域の設定 

  法第１４条の規定により、道及び北海道開発局は、洪水予報河川及び水位周知河川につい

て、河川がはん濫した場合に浸水が想定される区域を浸水想定区域として指定し、指定の区

域及び浸水した場合に想定される水深を公表するとともに、関係市町村の長に通知する。 

 

第２ 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び

浸水防止のための措置 

  法第１５第１項の規定により、浦臼町防災会議は、洪水予報河川及び水位周知河川につい

て、浦臼町地域防災計画において、当該浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定め

る。 

 １ 洪水予報、水位到達情報の伝達方法 

 ２ 避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

 ３ 浸水想定区域内に次に掲げる施設がある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在

地 

 （１）要配慮者利用施設（主として高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を

要する者が利用する施設）でその利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要

があると認められるもの 

 （２）大規模な工場その他の施設（（１）に掲げるものを除く。）であって国土交通省令で定

める基準を参酌して町の条例で定める用途及び規模に該当するもの（大規模工場等）で

その洪水時の浸水の防止を図る必要があると認められるもの（所有者又は管理者からの

申し出のあった施設に限る。） 

 

第３ 要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置

に関する計画の作成等 

  法第１５条第１項の規定により、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令

で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確

保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該要配慮者利

用施設の洪水時の円滑な避難の確保のための訓練を実施するほか、自衛水防組織を置くよう

努める。 

  町は、要配慮者利用施設の所有者又は管理者及び自衛水防組織の構成員への洪水予報等の
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伝達方法を定める。 

 

第４ 大規模工場等における浸水の防止のための措置に関す

る計画の作成等 

  法第１５条第１項の規定により、大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定

めるところにより、当該大規模工場等の洪水時の浸水の防止を図るために必要な訓練その他

の措置に関する計画を作成するとともに、当該大規模工場等の洪水時の浸水の防止のための

訓練を実施するほか、自衛水防組織を置くよう努める。 

  町は、大規模工場等の所有者又は管理者及び自衛水防組織の構成員への洪水予報等の伝達

方法を定める。 

 

第５ 洪水ハザードマップ等の配布等 

  法第１５条第３項の規定により、町長は、浦臼町地域防災計画において定められた上記第

２の１、２、３に掲げる事項及び「土砂災害計画区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律」（平成１２年法律第５７号）第６条第１項に規定する土砂災害警戒区域につい

ては、同法第７条第３項に規定する事項を町民に周知させるため、これらの事項を記載した

印刷物（ハザードマップ等）の配布、ホームページへの掲載その他必要な措置を講じ、町民

が常に知り得る状態にしておく。 
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第１７章 指定水防管理団体の水防計画 

 

第１ 指定水防管理団体 

  法第４条の規定により、道は水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定す

ることができる（以下「指定水防管理団体」という。）。 

  なお、本町は指定水防管理団体に指定されている。 

 

第２ 指定水防管理団体の水防計画 

  法第３３第１項の規定により、指定水防管理団体の水防管理者（町長）は、水防計画を定

め、毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときはこれを変更しなければならない。 

  法第３３条第２項の規定により、指定水防管理団体の水防管理者（町長）は、水防計画を

定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、防災会議に諮らなければならない。 

 

第３ 水防計画の公表 

  法第３３条第３項の規定により、指定水防管理団体の水防管理者（町長）は、水防計画を

定め、又は変更したときは、その要旨を公表するとともに、道知事（空知総合振興局長）に

届け出なければならない。 

 

第４ 指定水防管理団体の水防計画作成要領 

  指定水防管理団体の水防管理者（町長）の水防計画は、水防の目的を完全に達成するため、

組織の整備、資機材、通信施設の充実及び通信連絡方法の合理的な運用を図るとともに、特

に現地に即したあらゆる事態を想定して、具体的に定めるものとする。 
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資料 

 

資料１ 水防法 

 

 水防法（昭和二十四年六月四日法律第百九十三号） 

 

終改正：平成二七年五月二〇日法律第二二号 

 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第二章 水防組織（第三条―第八条） 

第三章 水防活動（第九条―第三十二条の三） 

第四章 指定水防管理団体（第三十三条―第三十五条） 

第五章 水防協力団体（第三十六条―第四十条） 

第六章 費用の負担及び補助（第四十一条―第四十四条） 

第七章 雑則（第四十五条―第五十一条） 

第八章 罰則（第五十二条―第五十四条） 

附則 

 

   第一章 総則 

 

 （目的） 

第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこ

れによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。 

 （定義） 

第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水

道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川

その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 

２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特

別区を含む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防

事務組合」という。）若しくは水害予防組合をいう。 

３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合

の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。 

４ この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）第

九条に規定する消防の機関をいう。 

５ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあつては消防長を、消

防本部を置かない市町村にあつては消防団の長をいう。 
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６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダ

ム又は水門若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体（第三十

六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。）

の活動、一の水防管理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための

活動に必要な河川管理者（河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第七条（同法第百条第

一項において準用する場合を含む。）に規定する河川管理者をいう。第七条第三項において

同じ。）及び同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は地方自治法（昭和

二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川法第九条第二

項に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。以下同

じ。）の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定都市の長並びに下水

道管理者（下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第四条第一項に規定する公共下水道管

理者、同法第二十五条の十一第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項

に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四項において同じ。）の協力並びに水防に必

要な器具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。 

７ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。 

８ この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によつて災害が発生するおそれ

があるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 

 

   第二章 水防組織 

 

 （市町村の水防責任） 

第三条 市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務

組合が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。 

 （水防事務組合の設立） 

第三条の二 地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果たすことが著しく困難又は不

適当であると認められる場合においては、関係市町村は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に

よる被害の共通性を勘案して、共同して水防を行う区域を定め、水防事務組合を設けなけれ

ばならない。 

 （水害予防組合の区域を水防を行う区域とする水防事務組合が設けられる場合の特別措置） 

第三条の三 水害予防組合法（明治四十一年法律第五十号）第十五条第一項の規定により都道

府県知事が水害予防組合を廃止しようとする場合において、当該水害予防組合の区域の全部

又は一部について、当該水害予防組合に代るべき水防管理団体として引き続き水防事務組合

が設けられるときは、都道府県知事は、同条第三項の規定にかかわらず、当該水害予防組合

が、その有する財産及び負債のうち水防の用に供せられ、又は供せられる予定となつている

財産及びこれらの財産に係る負債以外の財産及び負債の処分を完了したときは、当該水害予

防組合を廃止することができる。 

２ 前項の規定により廃止される水害予防組合は、その廃止の日において有する水防の用に供

せられ、又は供せられる予定となつている財産を、当該水害予防組合の区域の全部を水防を
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行う区域とする一の水防事務組合が設けられる場合においては、当該水防事務組合に、当該

水害予防組合の区域について二以上の水防事務組合が設けられる場合又は当該水害予防組

合の区域の一部が市町村の水防を行うべき区域となる場合においては、当該水害予防組合と

関係水防事務組合又は市町村との協議に基き、関係水防事務組合又は市町村に無償譲渡し、

当該水防事務組合又は市町村は、それぞれ、その譲渡される財産に係る負債を引き受けなけ

ればならない。この場合においては、当該水害予防組合は、当該財産の譲渡及び負債の引継

のために必要な範囲内において、当該財産の譲渡及び負債の引継を完了するまで、なお存続

するものとみなす。 

 （水防事務組合の議会の議員の選挙） 

第三条の四 水防事務組合の議会の議員は、組合規約で定めるところにより、関係市町村の議

会において、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、

かつ、熱意があると認められるもののうちから選挙するものとする。ただし、数市町村にわ

たる水防上の特別の利害を調整する必要があると認められるときは、組合規約で定めるとこ

ろにより、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、か

つ、熱意があると認められるものにつき当該市町村の長が推薦した者のうちから選挙するこ

とができる。この場合において、市町村の長が推薦した者のうちから選挙される議員の数は、

当該市町村の議会において選挙される議員の数の二分の一をこえてはならない。 

２ 前項の規定により関係市町村の議会において選挙される議員の数は、水防事務組合の行う

事業による受益の割合及び防護すべき施設の延長の割合を勘案して定めるものとする。 

 （水防事務組合の経費の分賦） 

第三条の五 水防事務組合の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第二項に規定する割合を

勘案して定めるものとする。 

 （都道府県の水防責任） 

第三条の六 都道府県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行われるように

確保すべき責任を有する。 

 （指定水防管理団体） 

第四条 都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定すること

ができる。 

 （水防の機関） 

第五条 水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。 

２ 前条の規定により指定された水防管理団体（以下「指定管理団体」という。）は、その区域

内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水

防団を置かなければならない。 

３ 水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。 

 （水防団） 

第六条 水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。 

２ 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に

関する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会
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の議決で定める。 

 （公務災害補償） 

第六条の二 水防団長又は水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又

は公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水

防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事

務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、そ

の者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。 

２ 前項の場合においては、水防管理団体は、当該水防団長若しくは水防団員又はその者の遺

族の福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。 

 （退職報償金） 

第六条の三 水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長

又は水防団員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予

防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者（死亡による退職の場合には、

その者の遺族）に退職報償金を支給することができる。 

 （都道府県の水防計画） 

第七条 都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の水防計

画を定め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、こ

れを変更しなければならない。 

２ 都道府県の水防計画は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従

事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。 

３ 都道府県知事は、当該都道府県の水防計画に河川管理者（河川法第九条第二項又は第五項

の規定により都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が

河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合にあつては、

当該都道府県知事又は当該指定都市の長。以下この項において同じ。）による河川に関する

情報の提供、水防訓練への河川管理者の参加その他の水防管理団体が行う水防のための活動

に河川管理者の協力が必要な事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじ

め、河川管理者に協議し、その同意を得なければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県知事が、当該都道府県の水防計画に水防管理団体が行う水防のた

めの活動に下水道管理者の協力が必要な事項を記載しようとする場合について準用する。 

５ 都道府県知事は、第一項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更しようと

するときは、あらかじめ、都道府県水防協議会（次条第一項に規定する都道府県水防協議会

をいい、これを設置しない都道府県にあつては、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百

二十三号）第十四条第一項に規定する都道府県防災会議とする。）に諮らなければならない。 

６ 二以上の都府県に関係する水防事務については、関係都府県知事は、あらかじめ協定して

当該都府県の水防計画を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければならない。報

告した水防計画の変更についても、同様とする。 

７ 都道府県知事は、第一項又は前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更

したときは、その要旨を公表するよう努めるものとする。 
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 （都道府県水防協議会） 

第八条 都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に

都道府県水防協議会を置くことができる。 

２ 都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 

３ 都道府県水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 

４ 会長は、都道府県知事をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係の

ある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから都道府県知事が命じ、又は委嘱する。 

５ 前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県条例で

定める。 

 

   第三章 水防活動 

 

 （河川等の巡視） 

第九条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防、津波防護

施設（津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）第二条第十項に

規定する津波防護施設をいう。以下この条において同じ。）等を巡視し、水防上危険であると

認められる箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸堤防、津波防護施設等の管理者に連絡

して必要な措置を求めなければならない。 

 （国の機関が行う洪水予報等） 

第十条 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められる

ときは、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放

送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（以下「報道機関」という。）の協力を求めて、こ

れを一般に周知させなければならない。 

２ 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪

水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気

象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した

後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該

河川の状況を関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、

これを一般に周知させなければならない。 

３ 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水

防計画で定める水防管理者及び量水標管理者（量水標等の管理者をいう。以下同じ。）に、そ

の受けた通知に係る事項（量水標管理者にあつては、洪水又は高潮に係る事項に限る。）を通

知しなければならない。 

 （都道府県知事が行う洪水予報） 

第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域

面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川

について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水

位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通
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知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければなら

ない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議するも

のとする。 

 （水位の通報及び公表） 

第十二条 都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮の

おそれがあることを自ら知り、又は第十条第三項若しくは前条第一項の規定による通知を受

けた場合において、量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、

その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければな

らない。 

２ 都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位（前項の通

報水位を超える水位であつて洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして都道

府県知事が定める水位をいう。以下同じ。）を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の

水防計画で定めるところにより、公表しなければならない。 

 （国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知） 

第十三条 国土交通大臣は、第十条第二項の規定により指定した河川以外の河川のうち、河川

法第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生

ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位（警戒水位を超える

水位であつて洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。次項において同じ。）を

定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して関

係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周

知させなければならない。 

２ 都道府県知事は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定により国土交通大臣又は自らが

指定した河川以外の河川のうち、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は

同法第五条第一項に規定する二級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるもの

として指定した河川について、洪水特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれに達したと

きは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管

理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一

般に周知させなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水

防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に、その受けた通知に係る事項を通知しなけれ

ばならない。 

 （都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知） 

第十三条の二 都道府県知事は、当該都道府県が管理する公共下水道等（下水道法第二条第三

号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市

下水路をいう。以下この条において同じ。）の排水施設等（排水施設又はこれを補完するポン

プ施設若しくは貯留施設をいう。以下この条及び第十四条の二第一項において同じ。）で雨

水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水
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特別警戒水位（雨水出水による災害の発生を特に警戒すべき水位（公共下水道等の排水施設

等の底面から水面までの高さをいう。以下この条において同じ。）をいう。次項において同

じ。）を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位

を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知する

とともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

２ 市町村長は、当該市町村が管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損

害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位を定め、

当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ち

に当該市町村の存する都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知す

るとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

 （都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通知及び周知） 

第十三条の三 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する海岸で高潮により相当な損害

を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、高潮特別警戒水位（警戒水位を超

える水位であつて高潮による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。）を定め、当該海岸

の水位がこれに達したときは、その旨を当該海岸の水位を示して直ちに当該都道府県の水防

計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力

を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

 （関係市町村長への通知） 

第十三条の四 第十条第二項若しくは第十三条第一項の規定により通知をした国土交通大臣

又は第十一条第一項、第十三条第二項、第十三条の二第一項若しくは前条の規定により通知

をした都道府県知事は、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの

勧告若しくは指示又は同条第三項の規定による屋内での待避等の安全確保措置の指示の判

断に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知しなければならない。 

 （洪水浸水想定区域） 

第十四条 国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川につ

いて、都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川につ

いて、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による

被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定 大規模降雨（想定し得

る 大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものをいう。次条第一項に

おいて同じ。）により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域

として指定するものとする。 

２ 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通

省令で定める事項を明らかにしてするものとする。 

３ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令

で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村

の長に通知しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。 

 （雨水出水浸水想定区域） 
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第十四条の二 都道府県知事は、第十三条の二第一項の規定により指定した排水施設等につい

て、市町村長は、同条第二項の規定により指定した排水施設等について、雨水出水時の円滑

かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るた

め、国土交通省令で定めるところにより、想定 大規模降雨により当該指定に係る排水施設

に雨水を排除できなくなつた場合又は当該指定に係る排水施設（当該指定に係るポンプ施設

又は貯留施設に接続する排水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨

水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定

するものとする。 

２ 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通

省令で定める事項を明らかにしてするものとする。 

３ 都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定

めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、都道府県知事に

あつては、関係市町村の長に通知しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。 

 （高潮浸水想定区域） 

第十四条の三 都道府県知事は、第十三条の三の規定により指定した海岸について、高潮時の

円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図

るため、国土交通省令で定めるところにより、想定し得る 大規模の高潮であつて国土交通

大臣が定める基準に該当するものにより当該海岸について高潮による氾濫が発生した場合

に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定するものとする。 

２ 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通

省令で定める事項を明らかにしてするものとする。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところに

より、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなけ

ればならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。 

 （浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置） 

第十五条 市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、

これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、第十

四条第一項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項の規定による雨水出

水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたとき

は、市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう。以

下同じ。）において、少なくとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水

想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第四号ハに掲げる施

設について同号に掲げる事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者からの申出があつ

た場合に限る。 

 一 洪水予報等（第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定により気象庁

長官、国土交通大臣及び気象庁長官若しくは都道府県知事及び気象庁長官が行う予報又は
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第十三条第一項若しくは第二項、第十三条の二若しくは第十三条の三の規定により国土交

通大臣、都道府県知事若しくは市町村長が通知し若しくは周知する情報をいう。次項にお

いて同じ。）の伝達方法 

 二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

 三 災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う洪水、雨水出水又は

高潮に係る避難訓練の実施に関する事項 

 四 浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。

第三項において同じ。）内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これらの施設の名称

及び所在地 

  イ 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設（地下

に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であつて、不特定かつ多数の者が

利用すると見込まれるものを含む。）をいう。次条において同じ。）でその利用者の洪水

時、雨水出水時又は高潮時（以下「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保及

び洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの 

  ロ 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を

要する者が利用する施設をいう。第十五条の三において同じ。）でその利用者の洪水時

等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるもの 

  ハ 大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く。）であつて国土交通省令

で定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの（第十五条

の四において「大規模工場等」という。）でその洪水時等の浸水の防止を図る必要がある

と認められるもの 

 五 その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

２ 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第四号に掲げる事

項を定めるときは、当該市町村地域防災計画において、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、

当該各号に定める者への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

 一 前項第四号イに掲げる施設（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設

を除く。） 当該施設の所有者又は管理者及び次条第九項に規定する自衛水防組織の構成

員 

 二 前項第四号ロに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者（第十五条の三第一項の規定

により自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組

織の構成員） 

 三 前項第四号ハに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者（第十五条の四第一項の規定

により自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組

織の構成員） 

３ 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町

村地域防災計画において定められた第一項各号に掲げる事項を住民、滞在者その他の者に周

知させるため、これらの事項（次の各号に掲げる区域をその区域に含む市町村にあつては、

それぞれ当該各号に定める事項を含む。）を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講
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じなければならない。 

 一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第

五十七号）第七条第一項の土砂災害警戒区域 同法第八条第三項に規定する事項 

 二 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域 同法第五十

五条に規定する事項 

 （地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 

第十五条の二 前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定めら

れた地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところに

より、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の

防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。 

２ 前項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成しようとする場合にお

いて、当該地下街等と連続する施設であつてその配置その他の状況に照らし当該地下街等の

利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのあるものが

あるときは、あらかじめ、当該施設の所有者又は管理者の意見を聴くよう努めるものとする。 

３ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成したときは、遅滞な

く、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項に規定する計画の変更について準用する。 

５ 市町村長は、第一項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水

時等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、前条第一項の規定により市町村地

域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管

理者に対し、第一項に規定する計画を共同して作成するよう勧告をすることができる。 

６ 市町村長は、第一項の地下街等の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していな

い場合において、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時

等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、当該地下街等の所有者又は管理者に

対し、必要な指示をすることができる。 

７ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の地下街等の所有者又は管理者が、正

当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

８ 第一項の地下街等（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。以

下この条において同じ。）の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところによ

り、同項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の

防止のための訓練を行わなければならない。 

９ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の地

下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を行う

自衛水防組織を置かなければならない。 

１０ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたとき

は、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に

報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

 （要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等） 
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第十五条の三 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定

められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当

該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な

訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該計画で定めるところにより当該要

配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を実施する

ほか、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水

防組織を置くよう努めなければならない。 

２ 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成し、又は自

衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の国

土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該計画又は当該事項を変

更したときも、同様とする。 

 （大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 

第十五条の四 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定

められた大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大

規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を

作成するとともに、当該計画で定めるところにより当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防

止のための訓練を実施するほか、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防

組織を置くよう努めなければならない。 

２ 前項の大規模工場等の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成し、又は自衛水

防組織を置いたときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の国土交

通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該計画又は当該事項を変更し

たときも、同様とする。 

 （市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用） 

第十五条の五 第十五条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により

水災による被害の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について

準用する。この場合において、第十五条第一項中「市町村防災会議（災害対策基本法第十六

条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町

村の長とする」とあるのは「市町村防災会議の協議会（災害対策基本法第十七条第一項に規

定する市町村防災会議の協議会をいう」と、「市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項に

規定する市町村地域防災計画をいう」とあるのは「市町村相互間地域防災計画（同法第四十

四条第一項に規定する市町村相互間地域防災計画をいう」と、同条第二項中「市町村防災会

議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、同項、同条第三項、第十五条の二第一項及

び第五項、第十五条の三第一項並びに前条第一項中「市町村地域防災計画」とあるのは「市

町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。 

 （水防警報） 

第十六条 国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれ

があると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指

定した河川、湖沼又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮により相当な損
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害を生ずるおそれがあると認めて指定したものについて、水防警報をしなければならない。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を関係都

道府県知事に通知しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定により水防警報をしたとき、又は前項の規定により通知を

受けたときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその警報事項又はその受

けた通知に係る事項を関係水防管理者その他水防に関係のある機関に通知しなければなら

ない。 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定したと

きは、その旨を公示しなければならない。 

 （水防団及び消防機関の出動） 

第十七条 水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときその他水

防上必要があると認めるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、水防団及び消

防機関を出動させ、又は出動の準備をさせなければならない。 

 （優先通行） 

第十八条 都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩

行者は、これに進路を譲らなければならない。 

 （緊急通行） 

第十九条 水防団長、水防団員及び消防機関に属する者は、水防上緊急の必要がある場所に赴

くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地及び水面を通行するこ

とができる。 

 （水防信号） 

第二十条 都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。 

２ 何人も、みだりに前項の水防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。 

 （警戒区域） 

第二十一条 水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属

する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、

若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。 

２ 前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、

又はこれらの者の要求があつたときは、警察官は、同項に規定する者の職権を行うことがで

きる。 

 （警察官の援助の要求） 

第二十二条 水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察

官の出動を求めることができる。 

 （応援） 

第二十三条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市町村

長若しくは消防長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、できる限り

その求めに応じなければならない。 

２ 応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動す
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るものとする。 

３ 第一項の規定による応援のために要する費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担す

るものとする。 

４ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該応援を求めた水防管理団体と

当該応援を求められた水防管理団体又は市町村とが協議して定める。 

 （居住者等の水防義務） 

第二十四条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要がある

ときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従

事させることができる。 

 （決壊の通報） 

第二十五条 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防

機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。 

 （決壊後の処置） 

第二十六条 堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関

の長及び水防協力団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めな

ければならない。 

 （水防通信） 

第二十七条 何人も、水防上緊急を要する通信が も迅速に行われるように協力しなければな

らない。 

２ 国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命

を受けた者は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業法（昭和五十九年法律第八

十六号）第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優

先的に利用し、又は警察通信施設、気象官署通信施設、鉄道通信施設、電気事業通信施設そ

の他の専用通信施設を使用することができる。 

 （公用負担） 

第二十八条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、

水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しく

は収用し、車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物その他の障害

物を処分することができる。 

２ 水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償し

なければならない。 

 （立退きの指示） 

第二十九条 洪水、雨水出水、津波又は高潮によつて氾濫による著しい危険が切迫していると

認められるときは、都道府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要

と認める区域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示する

ことができる。水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署長にそ

の旨を通知しなければならない。 

 （知事の指示） 
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第三十条 水防上緊急を要するときは、都道府県知事は、水防管理者、水防団長又は消防機関

の長に対して指示をすることができる。 

 （重要河川における国土交通大臣の指示） 

第三十一条 二以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なもの

の水防上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又は

消防機関の長に対して指示をすることができる。 

 （特定緊急水防活動） 

第三十二条 国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生

した場合において、水防上緊急を要すると認めるときは、次に掲げる水防活動（以下この条

及び第四十三条の二において「特定緊急水防活動」という。）を行うことができる。 

 一 当該災害の発生に伴い浸入した水の排除 

 二 高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動として政令で定めるも

の 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により特定緊急水防活動を行おうとするときは、あらかじめ、

当該特定緊急水防活動を行おうとする場所に係る水防管理者にその旨を通知しなければな

らない。特定緊急水防活動を終了しようとするときも、同様とする。 

３ 第一項の規定により国土交通大臣が特定緊急水防活動を行う場合における第十九条、第二

十一条、第二十二条、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定の適用については、第

十九条中「水防団長、水防団員及び消防機関に属する者」とあり、第二十一条第一項中「水

防団長、水防団員又は消防機関に属する者」とあり、及び同条第二項中「水防団長、水防団

員若しくは消防機関に属する者」とあるのは「国土交通省の職員」と、第二十二条中「水防

管理者」とあり、第二十五条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の

代表者」とあり、第二十六条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の

代表者」とあり、及び第二十八条第一項中「水防管理者、水防団長又は消防機関の長」とあ

るのは「国土交通大臣」と、同条第二項中「水防管理団体」とあるのは「国」とする。 

 （水防訓練） 

第三十二条の二 指定管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行

わなければならない。 

２ 指定管理団体以外の水防管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓

練を行うよう努めなければならない。 

 （津波避難訓練への参加） 

第三十二条の三 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域に

係る水防団、消防機関及び水防協力団体は、同法第五十四条第一項第三号に規定する津波避

難訓練が行われるときは、これに参加しなければならない。 

 

 

   第四章 指定水防管理団体 
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 （水防計画） 

第三十三条 指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及

び毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 

２ 指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しようとする

ときは、あらかじめ、水防協議会（次条第一項に規定する水防協議会をいう。以下この項に

おいて同じ。）を設置する指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を設置せず、

かつ、災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議を設置する市町村である指

定管理団体にあつては当該市町村防災会議に諮らなければならない。 

３ 指定管理団体の水防管理者は、第一項の規定により水防計画を定め、又は変更したときは、

その要旨を公表するよう努めるとともに、遅滞なく、水防計画を都道府県知事に届け出なけ

ればならない。 

４ 第七条第二項から第四項までの規定は、指定管理団体の水防計画について準用する。 

 （水防協議会） 

第三十四条 指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指

定管理団体に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合につ

いては、これらに水防協議会を置くものとする。 

２ 指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 

３ 指定管理団体の水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 

４ 会長は、指定管理団体の水防管理者をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに

水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理

者が命じ、又は委嘱する。 

５ 前各項に定めるもののほか、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は

水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。 

 （水防団員の定員の基準） 

第三十五条 都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができ

る。 

 

   第五章 水防協力団体 

 

 （水防協力団体の指定） 

第三十六条 水防管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認めら

れる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水

防協力団体として指定することができる。 

２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住所及び

事務所の所在地を公示しなければならない。 

３ 水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらか

じめ、その旨を水防管理者に届け出なければならない。 

４ 水防管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなけ
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ればならない。 

 （水防協力団体の業務） 

第三十七条 水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 一 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。 

 二 水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。 

 三 水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

 四 水防に関する調査研究を行うこと。 

 五 水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 

 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

 （水防団等との連携） 

第三十八条 水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条第一

号に掲げる業務を行わなければならない。 

 （監督等） 

第三十九条 水防管理者は、第三十七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するた

め必要があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることがで

きる。 

２ 水防管理者は、水防協力団体が第三十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施してい

ないと認めるときは、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ず

べきことを命ずることができる。 

３ 水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り

消すことができる。 

４ 水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければなら

ない。 

 （情報の提供等） 

第四十条 国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必

要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

 

   第六章 費用の負担及び補助 

 

 （水防管理団体の費用負担） 

第四十一条 水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。 

 （利益を受ける市町村の費用負担） 

第四十二条 水防管理団体の水防によつて当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市町

村が著しく利益を受けるときは、前条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の一部は、

当該水防により著しく利益を受ける市町村が負担するものとする。 

２ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団体と当

該水防により著しく利益を受ける市町村とが協議して定める。 

３ 前項の規定による協議が成立しないときは、水防管理団体又は市町村は、その区域の属す
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る都道府県の知事にあつせんを申請することができる。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいてあつせんをしようとする場合において、

当事者のうちにその区域が他の都府県に属する水防管理団体又は市町村があるときは、当該

他の都府県の知事と協議しなければならない。 

 （都道府県の費用負担） 

第四十三条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費用

は、当該都道府県の負担とする。 

 （国の費用負担） 

第四十三条の二 第三十二条第一項の規定により国土交通大臣が行う特定緊急水防活動に要

する費用は、国の負担とする。 

 （費用の補助） 

第四十四条 都道府県は、第四十一条の規定により水防管理団体が負担する費用について、当

該水防管理団体に対して補助することができる。 

２ 国は、前項の規定により都道府県が水防管理団体に対して補助するときは、当該補助金額

のうち、二以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水による国民経

済に与える影響が重大なものの政令で定める水防施設の設置に係る金額の二分の一以内を、

予算の範囲内において、当該都道府県に対して補助することができる。 

３ 前項の規定により国が都道府県に対して補助する金額は、当該水防施設の設置に要する費

用の三分の一に相当する額以内とする。 

 

   第七章 雑則 

 

 （第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償） 

第四十五条 第二十四条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、

負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死

亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防管理団体は、政令で定める基準に従い、

市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める

ところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなけれ

ばならない。 

 （表彰） 

第四十六条 国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著

しい功労があると認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、表彰を行う

ことができる。 

 （報告） 

第四十七条 国土交通大臣及び消防庁長官は、都道府県又は水防管理団体に対し、水防に関し

必要な報告をさせることができる。 

２ 都道府県知事は、都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告

をさせることができる。 
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 （勧告及び助言） 

第四十八条 国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県の区

域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。 

 （資料の提出及び立入り） 

第四十九条 都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認める

ときは、関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消

防機関に属する者をして必要な土地に立ち入らせることができる。 

２ 都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、前項の規定により必要

な土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたと

きは、これを提示しなければならない。 

 （消防事務との調整） 

第五十条 水防管理者は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置につい

て、あらかじめ市町村長と協議しておかなければならない。 

 （権限の委任） 

第五十一条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、

その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 

 

   第八章 罰則 

 

第五十二条 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、

又は撤去した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

２ 前項の者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。 

第五十三条 刑法（明治四十年法律第四十五号）第百二十一条の規定の適用がある場合を除き、

第二十一条の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者は、六

月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。 

 一 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又は

その正当な使用を妨げた者 

 二 第二十条第二項の規定に違反した者 

 三 第四十九条第一項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同

項の規定による立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

 

   附 則 抄 

 

１ この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 

２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止

対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第三十七号）附則第二条の

規定により、国土交通大臣又は都道府県知事が第十三条第一項又は第二項の規定により指定
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した河川とみなされた河川については、平成二十二年三月三十一日までに、第十四条第一項

の規定による浸水想定区域の指定をしなければならない。 

３ 国は、平成十七年度から平成二十一年度までの各年度に限り、都道府県に対し、予算の範

囲内において、前項の浸水想定区域の指定をするために必要な河川がはん濫した場合に浸水

するおそれがある土地の地形及び利用の状況その他の事項に関する調査（次項において「浸

水想定区域調査」という。）に要する費用の三分の一以内を補助することができる。 

４ 国土交通大臣は、平成二十二年三月三十一日までの間、附則第二項の浸水想定区域の指定

の適正を確保するために必要があると認めるときは、都道府県に対し、浸水想定区域調査又

は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第四条第一項の規定

による調査の結果について、必要な報告を求めることができる。 

 

（以下略） 
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資料２ 樋門・樋管等の設置箇所 

 

平成２７年４月現在 

河川名 樋門名 ＫＰ 操作員氏名 堤内地盤高 備考 

石狩川 三軒屋樋門 ６８．６ 平 松 鐵 敏 １１．４１ （主） 

〃  〃 〃 阿 部 敏 也 〃 （副） 

〃 中州樋門 ７２．２ 鎌 田 眞 美 １６．２０ （主） 

〃  〃 〃 日 下 文 雄 〃 （副） 

〃 浦臼沼樋門 ７５．１ 魚 本 幸 次 １７．６９  

〃 トイ沼下流樋門 ７７．４ 今 中 恵 一 １６．８０  

〃 トイ沼上流樋門 ７８．２ 福 良 正 男 １７．７１  

〃 ピラ沼樋門 ７９．３ 向 井 孝 志 １７．４８  

〃 突出樋門 ８０．１ 小 笠 利 夫 １９．６９  

浦臼内川 後藤樋管 １．２ 田 中 陽 平 １７．４４  

〃 松見川樋門 １．３ 中 川 謙 司 １５．３７  

〃 笹島樋門 １．６ 横 井 正 男 １６．００  

黄臼内川 黄臼内川３号樋門 １．０ 佐々木 光 雄 １５．４０  

〃 黄臼内川１号樋門 １．１ 田 中  武 １７．８２  

〃 岸樋門 １．７ 森 川 敏 昭 １６．８０  

〃 黄臼内川５号樋門 １．９ 笹 島 盛 男 １７．６０  

〃 黄臼内川２号樋門 ２．２ 岸 田 利 男 １６．８５  

〃 庄野川樋門 ２．１ 中 川 清 美 １７．０４  
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資料３ 水防関係機関等との通信連絡系統 

 

機関名 所在地 電話番号 備考 

札幌開発建設部 

滝川道路事務所 
滝川市新町２丁目１番地 0125-22-4147  

札幌開発建設部 

滝川河川事務所 
新十津川町中央８９番地 0125-76-2211  

北海道森林管理局 

空知森林管理署 
岩見沢市３条東１７丁目 0126-22-1940  

北海道農政事務所 

滝川統計情報センター 
滝川市緑町２丁目５番地 0125-22-4395  

陸上自衛隊第１１旅団 

第１０普通科連隊 
滝川市泉町２３６番地 0125-22-2141  

空知総合振興局 

森林室 
岩見沢市北２条西１２丁目 0126-22-1155  

空知総合振興局 

地域政策課 
岩見沢市８条西５丁目 0126-20-0033  

空知総合振興局保健環境部 

滝川地域保健室 
滝川市緑町２丁目３番地 0125-24-6201  

空知農業改良普及センター 

中空知支所滝川分室 
滝川市江部乙東１１－５ 0125-75-2154  

空知総合振興局 

空知家畜保健衛生所 
岩見沢市岡山町１２－３７ 0126-22-4212  

札幌建設管理部 

滝川出張所 
滝川市流通団地３－１ 0125-22-3434  

砂川警察署 砂川市東２条南５丁目 0125-54-0110  

浦臼町役場 浦臼町浦臼第５町内 0125-68-2111  

砂川地区広域消防組合 

消防本部 
砂川市東２条北７丁目 0125-54-2196  

砂川地区広域消防組合 

砂川消防署奈井江・浦臼支署 
奈井江町本町９区 0125-65-2259  

東日本電信電話株式会社 

岩見沢支店 
岩見沢市６条西２丁目 0126-24-8042  
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機関名 所在地 電話番号 備考 

北海道電力株式会社 

滝川営業所 
滝川市西町１丁目２番 0125-24-7166  

北海道旅客鉄道株式会社 

当別駅 
当別町錦町５５－９ 0133-23-2124  

日本郵便株式会社 

浦臼郵便局 
浦臼町浦臼第６町内 0125-68-2222  

浦臼土地改良区 浦臼町浦臼第５町内（役場内） 0125-68-2928  

空知医師会 砂川市西３条北２丁目 0125-54-2313  

日本赤十字社 

北海道支部空知地区 

岩見沢市８条西５丁目 

（空知総合振興局内） 
0126-20-0105  

ピンネ農業協同組合 新十津川町字中央６－２９ 0125-76-2226  

ピンネ農業協同組合 

浦臼支所 
浦臼町浦臼第３町内 0125-68-2211  

中空知農業共済組合 滝川市大町１丁目５番地 0125-22-2211  

浦臼町商工会 浦臼町浦臼第５町内 0125-67-3331  

北海道猟友会 

美唄支部浦臼部会 
    〃    （役場内） 0125-68-2111  

浦臼町建設業協会     〃    （商工会内） 0125-67-3331  
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資料４ 重要水防箇所・大臣管理区間 

 

札幌開発建設部（直轄区間） 

No. 河川名 左右岸 種別 
重点 

区間 
重要度 築堤名 距離標 

延 

長 
位置 

計画高 

水位 

計画 

築堤高 

現状 

築堤高 

既往 

災害 

128 石狩川 右岸 堤防高 ○ Ａ 浦臼築堤 67.80～68.20 0.40 68.00 18.24 20.24 20.46  

129 〃 〃 〃  Ａ 〃 68.20～68.50 0.30 68.50 18.35 20.35 21.48  

130 〃 〃 〃  Ｂ 〃 68.50～73.00 4.50 71.00 18.94 20.94 21.96  

131 〃 〃 〃  Ａ 〃 73.00～74.80 1.80 74.00 19.84 21.84 22.03  

132 〃 〃 〃 ○ Ａ 〃 74.80～75.10 0.30 75.00 20.15 22.15 22.29  

133 〃 〃 〃  Ａ 黄臼内築堤 75.20～75.50 0.30 75.50 20.30 22.30 22.60  

134 〃 〃 〃  Ｂ 〃 75.50～75.80 0.30 76.00 20.47 22.47 22.77  

135 〃 〃 〃 ○ Ｂ 〃 75.80～76.20 0.40 76.00 20.47 22.47 22.77  

136 〃 〃 〃  Ｂ 〃 76.20～80.12 3.92 78.00 21.07 23.07 23.46  

138 〃 〃 〃  Ｂ 〃 82.00～82.39 0.39 82.00 22.28 24.28 24.68  

210 〃 〃 堤防断面  Ｂ 浦臼築堤 67.80～72.20 3.76 70.00 18.74 20.74 21.12  

211 〃 〃 〃  Ｂ 〃 72.34～75.10 2.81 73.50 19.68 21.68 21.75  

232 〃 〃 法崩れ・滑り  Ｂ 〃 68.25～68.75 0.50 68.50 18.35 20.35 21.48  

234 〃 〃 漏水  Ｂ 〃 68.25～68.75 0.50 68.50 18.35 20.35 21.48  

246 〃 〃 水衝・洗堀  Ｂ 札比内築堤 67.70～68.00 0.30 68.00 18.24 20.24 20.46  

262 〃 〃 工作物  Ｂ 奈井江大橋 76.86 － 76.86 20.76 22.76 25.68  

374 〃 〃 旧川跡  要注意 浦臼築堤 68.25～69.90 1.65 69.00 18.47 20.47 21.83  

375 〃 〃 〃  〃 〃 71.85～73.90 2.05 73.00 19.52 21.52 21.95  

376 〃 〃 〃  〃 黄臼内築堤 77.15～78.30 1.15 77.50 20.95 22.95 23.46  

377 〃 〃 〃  〃 〃 79.00～80.10 1.10 79.50 21.53 23.53 23.86  

379 〃 〃 〃  〃 〃 81.90～82.50 0.60 82.00 22.28 24.28 24.66  

380 〃 〃 〃  〃 〃 82.50～82.80 0.30 82.50 22.44 24.44 24.15  
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札幌開発建設部（２条７号区間） 

No. 河川名 左右岸 種別 
重点 

区間 
重要度 築堤名 距離標 

延 

長 
位置 

計画高 

水位 

計画 

築堤高 

現状 

築堤高 

既往 

災害 

198 札比内川 左岸 堤防高  Ａ 左岸築堤 0.40～0.95 0.55 0.60 18.18 20.18 20.38  

201 〃 〃 堤防断面  Ｂ 〃 0.29～0.95 0.72 0.60 18.18 20.18 20.38  

221 浦臼内川 〃 堤防高  〃 〃 0.81～2.08 1.27 1.40 20.24 22.24 22.37  

222 〃 右岸 〃  〃 右岸築堤 0.81～2.08 1.27 1.40 20.24 22.24 22.37  

223 〃 左岸 堤防断面  Ａ 左岸築堤 1.17～1.25 0.08 1.20 20.24 22.24 22.54 S56 

224 〃 〃 〃  〃 〃 1.84～2.08 0.25 2.00 20.24 22.24 22.43  

225 〃 右岸 〃  Ｂ 右岸築堤 1.96～2.08 0.09 2.00 20.24 22.24 22.43  

226 〃 － 工作物  〃 浦臼内川橋 1.02  1.02 20.24 22.24 21.79  

227 〃 － 〃  〃 月夜橋 2.15  2.15 20.24 22.24 21.12  

228 黄臼内川 左岸 堤防高  〃 左岸築堤 0.95～2.77 1.82 1.80 20.43 22.43 22.53 S50 

229 〃 右岸 〃  〃 右岸築堤 0.80～1.98 1.18 1.40 20.43 22.43 22.67  

230 〃 〃 〃  〃 〃 2.05～2.75 0.70 2.40 20.43 22.43 22.73  

231 〃 左岸 堤防断面  〃 左岸築堤 0.95～1.69 0.75 1.40 20.43 22.43 22.57  

232 〃 〃 〃  Ａ 〃 1.69～1.78 0.29 1.80 20.43 22.43 22.53  

233 〃 〃 〃  〃 〃 2.53～2.59 0.06 2.60 20.43 22.43 22.67  

234 〃 〃 〃  Ｂ 〃 2.59～2.77 0.19 2.60 20.43 22.43 22.67  

235 〃 右岸 〃  〃 右岸築堤 0.80～1.98 1.24 1.40 20.43 22.43 22.67 S37 

236 〃 〃 〃  〃 〃 2.05～2.55 0.57 2.40 20.43 22.43 22.73  

237 〃 〃 〃  Ａ 〃 2.65～2.75 0.10 2.60 20.43 22.43 22.67  

238 〃 － 工作物  〃 黄滝橋 2.10  2.10 20.43 22.43 20.53  

239 〃 － 〃  Ｂ 黄臼内橋 2.75  2.75 20.43 22.43 21.13  

240 〃 － 〃  Ａ 黄臼内川橋梁 2.77  2.77 20.43 22.43 20.63  

241 〃 左岸 破堤跡  要注意 左岸築堤 2.20  2.20 20.43 22.43 22.62 S50 

242 滝田川 〃 堤防高  Ａ 〃 0.16～0.64 0.48 0.40 20.43 22.43 22.82  

244 〃 〃 堤防断面  Ｂ 左岸築堤 0.16～0.25 0.20 0.20 20.43 22.43 22.27  

245 〃 〃 〃  Ｂ 〃 0.25～0.55 0.29 0.40 20.43 22.43 22.82  

246 〃 〃 〃  Ａ 〃 0.55～0.64 0.09 0.60 21.32 22.43 22.47  

247 〃 右岸 〃  Ｂ 右岸築堤 0.09～0.26 0.24 0.20 20.43 22.43 22.58  

248 〃 〃 〃  Ｂ 〃 0.41～0.53 0.15 0.40 20.43 22.43 22.76  

249 〃 － 工作物  Ａ 滝田橋 0.25  0.25 20.43 22.43 20.47  
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資料５ 重要水防箇所・知事管理区間 

 

№ 水系名 河川名 右・左岸 

起点位置（㎞） 終点位置（㎞） 重要水防 

区域延長 

（km） 

重要度 築堤 備考 
地区名 位置名称 距離 地区名 

位置 

名称 
距離 

227 石狩川 札的内川 左岸 浦臼内 
新沼との合流点から 

０．１ｋｍ上流 
3.10 浦臼内 

（町） 

千代久橋 
3.67 0.57 Ｂ 有 樋門 
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資料６ 浦臼町防災会議の組織 

 

      
札幌開発建設部滝川河川事務所長 

   
指定地方行政機関 

  

     
札幌開発建設部滝川道路事務所長 

      

   
自衛隊 

  
陸上自衛隊第１１旅団第１０普通科連隊長 

     

      
空知総合振興局地域政策部主幹 

      

   
北海道 

  
空知総合振興局札幌建設管理部滝川出張所長 

     

      
空知総合振興局保健環境部滝川地域保健室長 

      

   
北海道警察 

  
札幌方面砂川警察署長 

     

       

   
浦臼町 

  
副町長 

     

       

   
教育委員会 

  
教育長 

     

       

   砂川地区広域消防組合 
消防署員 

  砂川地区広域消防組合砂川消防署 
奈井江・浦臼支署長 会長 

（町長） 

    

      

   砂川地区広域消防組合 
消防団員 

  
浦臼消防団長 

     

      
株式会社ＮＴＴ東日本 - 北海道岩見沢支店 

      
      

北海道旅客鉄道株式会社石狩当別駅長 
   

指定公共機関 
  

     
北海道電力株式会社滝川営業所長 

      
      

浦臼郵便局長 
      
      

西空知広域水道企業団事務局長 
      
      

浦臼町商工会長 
      

   防災に関する 
学識経験を有する者 

  
ピンネ農業協同組合代表理事理事専務 

     

      
浦臼町議会議長 

      
      

浦臼町連合町内会長 
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資料７ 水防本部の業務分担 

 

部 班 事務分掌 

総務 

対策部 

総務班 

（１）防災会議に関すること。 

（２）災害対策本部の設置及び廃止に関すること。 

（３）本部員会議に関すること。 

（４）災害対策本部の庶務に関すること。 

（５）災害対策本部の非常配備体制に関すること。 

（６）災害時における職員の動員に関すること。 

（７）気象等特別警報・警報・注意報並びに情報等の受理伝達に関す

ること。 

（８）災害時における通信機器の確保に関すること。 

（９）国や道に対する要請及び報告に関すること。 

（１０）防災関係機関との連絡調整に関すること。 

（１１）災害に係わる他自治体との連絡調整に関すること。 

（１２）災害情報や被害状況の収集及び整理に関すること。 

（１３）避難の勧告又は指示等の伝達に関すること。 

（１４）自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

（１５）災害時の車両の確保及び配車計画に関すること。 

（１６）災害時輸送に関すること。 

（１７）庁舎の応急措置及び復旧対策に関すること。 

（１８）災害に係わる職員の公務災害補償に関すること。 

（１９）災害に係わる派遣職員の給与等の決定及び支給に関するこ

と。 

（２０）その他各部に属さない事項。 

財政班 

（１）町有財産の被害調査に関すること。 

（２）災害に係わる中央関係機関との連絡調整に関すること。 

（３）災害関係の予算措置等財務に関すること。 

（４）町有財産の緊急使用に関すること。 

（５）災害に係わる経費の経理に関すること。 

（６）災害応急対策労務者の賃金に関すること。 

（７）災害義援金に関すること。 

広報班 

（１）災害に係わる広報に関すること。 

（２）報道機関との連絡調整に関すること。 

（３）総合的な災害記録の作成及び災害統計に関すること。 

（４）災害見舞者及び視察者の応対に関すること。 
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部 班 事務分掌 

町民環境 

対策部 

町民 

生活班 

（１）所管施設の被害調査に関すること。 

（２）遺体の収容及び埋葬に関すること。 

（３）災害時における住民組織その他民間団体との協力体制に係わる

こと。 

（４）事務の調整に関すること。 

（５）被災者の炊き出しに関すること。 

（６）被災者の相談及び苦情に関すること。 

（７）罹災証明に関すること。 

（８）町税の納税猶予に関すること。 

（９）町民税の減免に関すること。 

（１０）固定資産税減免に関すること。 

（１１）国民健康保険料等の減免及び徴収猶予の総合調整に関するこ

と。 

（１２）災害救助法に基づく申請事務に関すること。 

環境 

衛生班 

（１）所管施設の被害調査に関すること。 

（２）被災地における防疫の実施に関すること。 

（３）被災地における環境保全及び公害対策に関すること。 

（４）災害に係わる廃棄物処理に関すること。 

（５）災害時の汚物処理に関すること。 

（６）家庭動物対策に関すること。 

（７）避難場所の防疫指導に関すること。 

保健福祉 

対策部 

福祉 

対策班 

（１）所管施設の被害調査に関すること。 

（２）避難行動要支援者の避難行動支援に関すること。 

（３）防災ボランティアの受入及び調整に関すること。 

（４）被災者に対する各種福祉資金の貸付に関すること。 

保健 

予防班 

（１）所管施設の被害調査に関すること。 

（２）医療救護所の設置に関すること。 

（３）関係医療機関との連絡調整及び支援の要請に関すること。 

（４）医薬品や医療資機材の確保に関すること。 

（５）救急医療及び助産に関すること。 

（６）被災者に対する保健指導及び衛生指導に関すること。 

（７）感染症の予防に関すること。 
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部 班 事務分掌 

土木経済 

対策部 

応急 

対策班 

（１）所管施設の被害調査に関すること。 

（２）土木施設の被害状況の調査及び応急対策に関すること。 

（３）関係機関との連絡調整に関すること。 

（４）危険区域の巡視に関すること。 

（５）緊急輸送路の確保に関すること。 

（６）障害物の除去に関すること。 

（７）応急資機材等の調達及び配分に関すること。 

（８）災害時の飲料水の非常給水及び広報活動に関すること。 

（９）災害時の生活用水の確保に関すること。 

（１０）災害時の給水資機材に関すること。 

（１１）災害時の上下水道施設の応急復旧対策に関すること。 

（１２）災害時における除雪対策に関すること。 

（１３）建築物の応急危険度判定及び応急対策に関すること。 

（１４）応急仮設住宅の設置に関すること。 

（１５）被災地の住宅の応急修理に関すること。 

（１６）被災地における建築指導に関すること。 

（１７）災害時の建築用資機材の需給計画に関すること。 

（１８）被災住宅融資に関すること。 

商工班 

（１）所管施設の被害調査に関すること。 

（２）商工業関係の被害調査に関すること。 

（３）被災した商工業者の救援対策に関すること。 

（４）食料の調達及び供給に関すること。 

（５）衣料、生活必需品等の物資の調達及び供給に関すること。 

（６）石油類燃料の確保に関すること。 

（７）救援物資の受入及び配分に関すること。 

（８）災害応急対策の労務者の供給に関すること。 
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部 班 事務分掌 

土木経済 

対策部 
農政班 

（１）所管施設の被害調査に関すること。 

（２）農林業関係の被害調査に関すること。 

（３）被災農家の援護対策に関すること。 

（４）農業災害補償及び農業関係資金の融資に関すること。 

（５）被害農作物の病害虫防除に関すること。 

（６）家畜、畜舎の被害調査及び応急対策に関すること。 

（７）家畜の防疫に関すること。 

（８）家畜飼料の確保に関すること。 

（９）死亡獣畜の処理に関すること。 

（１０）林野火災に関すること。 

文教 

対策部 

避難 

対策班 

（１）所管施設の被害調査に関すること。 

（２）避難場所の開設及び管理運営に関すること。 

（３）避難場所の記録及び報告に関すること。 

（４）災害対策本部の連絡調整に関すること。 

（５）避難者の避難誘導に関すること。 

（６）行方不明者の把握に関すること。 

（７）避難者の移送手段の確保及び調整に関すること。 

文教 

対策班 

（１）所管施設の被害調査に関すること。 

（２）文教施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

（３）児童生徒の避難誘導及び輸送に関すること。 

（４）避難場所の開設の支援に関すること。 

（５）学校等との連絡調整に関すること。 

（６）教職員の確保に関すること。 

（７）応急教育施設の確保に関すること。 

（８）学校施設の衛生管理に関すること。 

（９）応急教育に関すること。 

（１０）学用品の調達及び支給に関すること。 

（１１）給食の供給に関すること。 

（１２）文化財の保護及び応急対策に関すること。 

（１３）教育関係義援金の受付及び配分に関すること。 
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資料８ 消防機関の組織 

 

組合長 
            

            

                          

                          

消防長 
            

            

                          
                          

消防署長 
 

浦臼消防団長 
 

                          
                          

奈井江・浦臼支署長 
 

副団長 
 

                          
                          

支署長補佐 
            

            

                          

                          

予
防
係 

 
消
防
係 

 
救
急
係 

 

消
防
団
係 

 
庶
務
係 

 
団
本
部 

 

第
一
分
団 

 

第
二
分
団 

 

第
三
分
団 
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資料９ 水防工法 

 

１ 土俵の作成 

   用途  各種工法の積土俵・おもり土俵及び詰土俵 

   作り方 （１）麻土俵の作成 

          約４０ｋｇ（ショベル１０～１３杯）土を締めながら入れ口締めをする。

麻袋が大きい場合は１～２個所網で十分締め胴締めをする。 

       （２）かます土俵の作成 

          土を各部均等に入れたのち入口を巻いて１～２箇所胴締めをする。 

 

２ 河川堤防の破提と水防工法 

   破堤の原因と過程 

 （１）越水（溢水） － （積土俵・じやかご積み等） 

 （２）漏水（滲漏） － （莚（ビニールシート）張り・月の輪等） 

 

 

 

   ① のり尻あるいは提内地に水が噴出又は湧出する。 

   ② 漏水孔から土砂が流出し逐次拡大する。 

   ③ 提体は軟弱となり、のりくずれ、あるいはき裂を生ずる。 

   ④ のりくずれが続き、洗堀も生じかつ漏水孔も拡大する。 

   ⑤ 通常漏水孔は一挙に吹き出し破堤する。 

    ※ 裏のり全体から水がしみ出ている場合は、一挙に破堤することは少なく、漏水

口を生じて上記の過程を経ることが多い。 

 

 

① 

② 

③ 
④ 

④ 

⑤ 

（川表） 天端（てんぱ） 

③き裂 

提内地（川裏） 

犬走 

平場 

①時として 
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 （３）洗堀 － （木流し、三基枠等） 

 

 

 

   ① 土砂等を含んだ激流がのり面及びその基部を洗堀する。護岸がはく離されると洗堀

は促進される。 

   ② のりくずれ・き裂を生ずる。 

   ③ しだいに表のりの洗堀のりくずれが増大し、堤防の断面積は小さくなる。 

   ④ 漏水を生じ破堤するか、水圧に抗しきれないで押し流される。 

 （４）のりくずれ － （五徳縫い・抗打ち積土俵・土俵羽口等） 

 

 

 

   ① 長期間の高水位により提体が飽水状態となると、土の摩擦力が減少する。 

   ② き裂あるいはのりくずれを生じ、のり面はすべり落ちる。 

   ③ のりくずれ洗堀が続き、提体の断面積は逐次減少する。 

   ④ 提体が水圧に抗しきれないようになるか、あるいは漏水等の作用で破提する。 

 （５）き裂 － （折り返し・抗打ちつなぎ等） 

 

 

 

① 

② 

② 

③ 

④ 

③ 
③ 

② 

② 

③ 

③ 

① 

④ 

③ ② 
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３ 河川堤防の水防工法 

 （１）土俵羽口 

    目地  裏のり崩懐補強（減水したのち洗堀された表のりの補強にも可） 

    作成法 底部をおおむね水平にならし、土俵を小口並びに一層積んで杭を打ち安定

をはかる。 

        土俵の間隔と裏には土を入れよく固める。２段目から同じ要領で原形のの

り面に添う様に積み上げる。 

 

 

 

 （２）杭打積土俵 

    目的  川裏法・崩壊防止 

    作成法 のり先に土俵を長手に積み上げその支え、長さ２．５ｍ内外の杭を０．６

ｍ毎芯々に打込み、一部に布木を結びつけこれに支柱を数ｍ毎、設置し転倒

を防止する。支柱の中間に押え杭、根元には止杭を設置する。 

 

 

 

 

 

 

天端 

川裏側 

土のう 

布木 

止め杭 

押し杭 

支柱 

土俵上面の勾配は 

堤防の勾配よりやや大 

のりくずれした土の上面付近に杭を打つ 
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 （３）莚（ビニールシート）張り 

    目的  川表のり面崩壊及び透水防止 

        （のみ口が確認出来るとき、確認されたのみ口が直接閉塞出来ないとき、

漏水を防止する。畳でも可） 

    作成法 幅３枚、長さはのり尻までの莚を縫い合せ、横に約５０ｃｍ間隔にあらし

竹（代用可）を縫い付け、おもり土俵を 下端に莚１枚に１俵の割で取付け

これを芯にして簣の子巻とし、天端から網により徐々に垂れおろし煽どめの

土俵をのせて固定する。 

 

 

 

 （４）木流し 

    目的  急流部流速を緩和し洗堀予防、川表法面、崩壊の拡大防止に用いる。 

    作成法 樹木を根本から切り、枝におもり土俵（又は石俵）を付け、根本は鉄線で

縛りその一端を留杭に結束して上流より流しかけて崩壊面に安定させる。 

 

 

 

 

杭 

水流 

横方向 

煽どめ 

（砂利土俵） 

おもり 

土俵 約４０ｃｍ 

縫い針 

（竹又は鉄製） 

縫い方 

（縫い代は１５ｃｍ重ねる） 

縫い目 
横方向 

縦方向 

水流 

縫い目 

上部 

下部 

杭 

鉄線 
鉄線のくいこみを防ぐ 

杭土俵 

水流 
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 （５）三基枠 

    目的  流水の激突を緩和し、堤脚崩壊面の拡大防止 

    作成法  ア 前脚と桁・後脚の結束（前脚と桁は直角） 

         イ 中合掌木の結束（結束は鉄線により十字結び・斜め結び） 

         ウ 砂払木の結束 

         エ 棚数材の結束 

 

 

 

人力設置（作業中ののりくずれに特に注意） 

 

 

 

前脚 

砂払木 

棚数材 

梁材 

桁 

後合掌木 

中合掌木 
後脚 

ｚ

（断面図） 
（平面図） 

尻押籠 
捨土俵・蛇籠 
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 （６）月の輪 

    目的  川裏の漏水を、土俵堤を築造して漏水圧を弱める。 

    作成法 漏水口の周囲に土俵を半月状（半径１．２ｍ～２．０ｍ）に積上げ、この中

に漏水を淀ませて上透水を堤内の水路等に放流させる。土俵積の高さは水圧を

弱める程度とする。土俵堤の安定をよしとするため柱を打つ。透水は樋を作り

土俵堤から放水させ流水口には莚をあて洗掘を防ぐ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏水 

杭 

あんこ 

（中詰真土） 

樋 

むしろ 

（断面図） 

樋 のり尻 

漏水口 

１～２ｍ むしろ 

（平面図） 
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