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地域の実情に応じた水害対応タイムライン
―釧路川標茶地区の独自の取組事例―
釧路開発建設部
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水害対応タイムラインには，市町村長による避難勧告等の発令に着目したものと，河川の特
徴に応じた多様な防災行動を対象とし，多くの関係機関が連携して作成・運用するものがある．
近年，釧路川の増水により市街地を中心に避難勧告や避難指示を発令した標茶地区において，
各機関が自らとった防災行動の振り返りをもとに，地域との連携に重点を置いてタイムライン
作成に取り組んだ事例を報告する．
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1.はじめに
近年，釧路川流域では，平成28年8月の台風の接近や
平成30年3月の前線を伴った低気圧の影響により記録的
な大雨を記録している．これらの大雨により，釧路川で
は急激に水位が上昇し，標茶町市街地の一部に避難勧告
や避難指示が発令され，多くの住民が避難を余儀なくさ
れている．
標茶町は，平成28年8月の大雨対応において避難勧告
に着目した水害対応タイムラインを活用し，標茶町で初
めてとなる避難勧告を発令し，人的被害を出すことのな
い対応を行っている．一方，将来起こりうる大規模洪水
に対する事前の行動計画として，標茶地区をとりまく関
係機関との連携を高めることが重要であるとの課題も見
えてきたところである．
本報告では，標茶町の避難勧告等に着目した水害対応
タイムラインの発展型として，河川事務所や地方気象台
を中心とした防災関係機関による水害対応タイムライン
の検討経過について報告する．

規模水害時には，氾濫水が短時間で流入する地域である
ため，早期に避難困難になるおそれがあることが課題で
ある．2)

釧路川

写真-1 標茶町市街地を貫流する釧路川

弟子屈町市街地

2.釧路川標茶地区の大規模水害時の特徴と課題
標茶町市街地

釧路川中流に位置する標茶町は，釧路川沿いに形成さ
れた丘陵地に位置し，市街地の中心部を釧路川が貫流す
るなど，川沿いに人口・資産が集中している．釧路川の
河床勾配は，弟子屈市街部付近から標茶町市街地下流付
近が1/200～1/1,200程度（図-1）と河川勾配に加え流域
地形の勾配も急である．1)
そのため，上流から標茶町市街地にかけて短時間で水
位が上昇しやすく，洪水流による侵食力も高いと想定さ
れることから堤防からの越水や堤防の決壊などによる大

図-1 釧路川中上流部の河床縦断図

3.タイムライン検討に至った経緯
(1)平成28年8月豪雨
釧路川流域では，停滞する前線の影響により，8月20
日から各地で雨が降り続き，8月21日には台風第11号の
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影響により流域に強い雨が降り続いた．特に，標茶水位
観測所で避難判断水位を超え，ピーク水位は昭和35年3
月に記録した既往最大に次ぐ2番目に高い水位を観測し，
下流域の新釧路川でも広里水位観測所等で既往最高水位
を記録した．標茶町では，1,152世帯2,376人に初めての
避難勧告が出され700人以上の住民が避難した．また，
床下浸水が25戸，道道3路線と町道7路線が一次通行止め
になるなど住民生活への影響は大きなものであった．

(3)標茶地区における水害対応タイムライン
平成28年8月豪雨の経験や課題を認識した釧路開発建
設部と標茶町は，現行の避難勧告着目型タイムラインの
行動項目をより細分化し，釧路地方気象台をはじめとす
る釧路川の防災に関わる機関を加えて「多機関連携型タ
イムライン」の作成に向けて検討することとした．また，
タイムライン検討にあたっては，釧路川における河川管
理者，北海道，関係市町村等からなる「釧路川外減災対
策協議会」の枠組みを活用することで，会議立ち上げの
労力を削減することができた．
こうして発足させることとした「釧路川標茶地区水害
タイムライン検討会」では，水防体制の見直し・改善，
顔が見える関係の構築，早め早めの防災行動の確立，漏
れ・抜け・落ちの解消，住民の早期避難，上下流の自治
体・防災機関，町内会が一丸となった災害対応の実施な
ど，多機関が連携することで地区における課題に対し、
より実効性のある水害対応タイムラインを作成すること
を目的とし，議論を進めることとした．

4.検討会の特徴
写真-2 釧路川の増水を伝える標茶町広報誌
（広報しべちゃ平成 28 年 9 月号）
(2)避難勧告着目型と多機関連携型のタイムライン
水害対応タイムラインには，河川管理者と市町村長等
が協力して作成・運用する「避難勧告着目型タイムライ
ン」と，多様な防災行動を対象として多くの関係機関が
連携して作成・運用する「多機関連携型タイムライン」
（図-2）がある．
国土交通省では，平成24年10月アメリカにおいて発生
したハリケーン・サンディなど，近年の巨大台風等に伴
う大規模な災害の頻発化・激甚化等を踏まえ，平成26年
1月27日に設置した「国土交通省水災害に関する防災・
減災対策本部」が，同4月に開催した第2回対策本部会議
で，国管理河川を対象に，「避難勧告等の発令に着目し
たタイムライン」を策定に取り組むこととしており3)，
釧路川をとりまく流域市町村においても平成28年に作
成・運用を開始していたところである．

図-2 水害対応タイムラインの種類

まず，釧路川標茶地区水害対応タイムライン検討会に
おける特徴を述べる．
タイムラインをどのように作っていくべきか，作業手
順や検討の体制などの考え方は，「タイムライン～日本
の防災対策が変わる」4)や「タイムライン（防災行動計
画）策定・活用指針（初版）」5)参考に進めた．一方，
慣習にとらわれないように，地域の実情に合わせて取り
組みを進めた．
(1)対象とする災害種別（ハザード）の設定
これまで経験したことのない大洪水に対してシナリオ
を想定することも重要だが，経験した水害対応を振り返
り，その際の課題を抽出し，課題に対する対応を考える
ことも重要である．本地区のハザードは，参加する関係
機関が実際に経験した平成28年8月の台風による大雨を
起因とした内水氾濫による対応や，平成30年3月の融雪
を伴う水位上昇による対応を踏まえ，さらに堤防決壊に
よる外水氾濫が発生した想定でハザードを設定した
（図-3）．

図-3 経験を踏まえたハザードとシナリオ
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(2)町内会レベルの住民が検討会に参加
防災対応に関わる様々な機関が参加する一方，行政機
関が作るタイムラインの発展型として町内会レベルの地
域コミュニティタイムラインの作成も重要であると考え，
予め町内会レベルの方々も検討会メンバーとして参加し，
標茶地区の水害リスクやタイムラインの活用などについ
て共有を図った．なお，今回は標茶町による避難勧告等
の発令に着目した検討会であり，ライフライン事業者へ
の呼びかけはしていない．今後，タイムラインを繰り返
し運用する上で連携を深めることが必要である．

図-5 試行版完成までの検討経過

図-4 標茶地区タイムラインの構成
(3)ファシリテータの役割
タイムラインの効果のひとつとして，顔の見える関係
構築があげられる．検討会ではワークショップ形式でタ
イムライン作成を進めており，ファシリテータの役割が
重要になる．標茶地区では，ファシリテータとして，①
実際に平成28年8月の大雨対応の経験，②河川の特徴や
水害リスクの理解が十分，③日頃より役場関係者との顔
見知りである等を踏まえ，開発建設部職員自らファシリ
テータとして参加者同士の信頼関係構築に努力した．

(1)第1回検討会（平成29年11月21日開催）
平成30年夏からの水害タイムライン運用を目指し，8
つの関係機関と標茶町市街地町内会の方々が検討会に参
加した．1回目となる検討会では，平成28年8月の振り返
りやタイムライン防災を学ぶなど，まずは勉強会形式で
開催した．
表-1 釧路川標茶地区水害タイムライン検討会の構成
【参加機関】
標茶町，標茶消防署，釧路方面弟子屈警察署，
標茶町土木建設業協会，陸上自衛隊第27普通科連隊，
釧路総合振興局，標茶町市街地町内会の皆さま，
釧路地方気象台，釧路開発建設部
（事務局）
標茶町，釧路地方気象台，釧路開発建設部
（オブザーバー）
釧路川外減災対策協議会構成員

(2)平成30年3月豪雨
水害タイムライン作成に向け議論を進めるなか，3月8
日から9日にかけ，前線を伴った低気圧が太平洋東部を
通過し，釧路川の流域に断続的に激しい雨が降り続き，
3月としては統計開始以降で最も多い記録となった．
釧路川標茶水位観測所では平成28年8月を上回る「氾
濫危険水位」を超え，昭和35年3月出水に次ぐ2番目とな
る水位を記録した．
写真-3 テーブルディスカッションの様子
標茶町市街地の一部では，1,270 世帯2,640 人に対し，
避難指示（緊急）を発令し500人を超えるの住民が避難
した．また，床上浸水4 戸，床下浸水8 戸，農業用施設
5.具体的な検討経過
等への浸水や道路冠水による通行止めなどの影響が発生
検討会は試行版完成まで約11ヶ月間にわたり実施した． した．
特筆すべき点は，検討を開始シナリオを共有した直後に
この大雨により，標茶町で避難指示（緊急）が発令さ
平成28年8月を上回る釧路川の増水が発生したことにあ
れたことを受けて，急遽検討会事務局を中心としたワー
る．早速，ワーキング会議を開催し出水対応の振り返り
キング会議を実施した．内容は，対応の振り返りのほか，
や課題，課題に対する対策などを意見交換した．
第2回検討会で議論した結果を再度確認し，標茶町で想
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定される災害リスクの再確認，具体的な行動を明確にし，
改善点の共有など議論した．

写真-4 平成 30 年 3 月 避難所の様子
災害リスクの確認においては，戦後最大洪水が昭和35
年3月の融雪洪水であることや，今回も3月の増水であっ
たことを踏まえ，釧路川標茶地区のシナリオには厳冬期
を考慮したリードタイムの設定などが重要になることを
参加機関各位で共有した．また，議論は，「顔の見える
関係構築」を意識し，各テーブルでは，開発建設部職員
がファシリテーターとなり会議の進行を行ったことも本
検討会の大きな特徴である．

(4)第4回検討会及び第5回検討会(平成30年7,8月開催）
いよいよタイムラインの仕上げに入ってきた．これま
での検討会で関係機関が抽出した行動項目（タイムライ
ン試行版作成へのたたき台）をもとに図上訓練を兼ねて
読み合わせを行い，関係機関が連携するにあたっての課
題等を抽出した．この読み合わせにより，関係機関が連
携して作成したという雰囲気が一気に高まったのも事実
である．

写真-5 検討会の様子（図上訓練を兼ねた読み合わせ）

(5)タイムライン試行版の完成（平成30年10月5日）
完成報告としてこれまでの検討会を振り返るとともに，
(3)第3回検討会（平成30年6月18日開催）
完成した試行版の標茶町長へ引き渡しを行った．また，
3回目となる検討会は，今年3月に発生した大雨による
標茶町，釧路地方気象台及び釧路開発建設部による運用
避難行動の振り返りや，全国のタイムライン事例の共有， のための協定を調印した．
想定シナリオやタイムラインステージごとの行動細目の
水害対応タイムライン施行版の完成は，北海道内で５
確認を行った．
番目，道東で初めとなった．（平成30年10月5日時点）
タイムラインステージ（TLステージ）とは災害の切迫
度に合わせて，標茶町及び防災関係機関が執る警戒レベ
ルのことであり，標茶町の意思決定項⽬ ・タイミングを
踏まえ，6つの区分とした．また，各レベルを表現する
色も，気象庁と国土交通省が共同で発表する指定河川洪
水予報の凡例（表-2）を踏まえ，直感的にわかりやすい
よう配慮し各ステージの色を設定したのも工夫した点で
ある（表-3）．
表-2 指定河川洪水予報の凡例 6)
写真-6 地域の方々も参加した完成式

6. タイムラインをきっかけにあらたな繋がり
表-3 タイムラインステージ

(1)「マイ・タイムライン」づくりにチャレンジ
自然災害から命を守るためには幼少期からの防災教育
が重要であり，災害対応の実務を担う釧路開発建設部で
は，学校教育における川の防災教育の支援を積極的に行
っている．一昨年から河川の環境・防災教育を実施して
いる標茶町立標茶小学校では，今年11月にあらたな取り
組みを実施した．
近年の水害事例や台風発生から川の氾濫までの自然現
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象や防災行動を学び，児童自らが水害に備える「マイ・
タイムライン」づくりにチャレンジした．
標茶地区水害タイムライン試行版の作成に携わった検
討会事務局メンバーの標茶町，釧路地方気象台，釧路河
川事務所が中心となって児童と釧路川の防災行動を学ん
だ．避難行動を経験した児童らの反応が高いと印象を受
けた．一方，避難情報，河川や気象情報の持つ意味など
は，児童にとってわかりにくい表現があることなど，防
災情報の発信側にとっての課題も見えてきたのも事実で
ある．

7.タイムラインに終わりはない
釧路川タイムラインを作成することで水害への意識が
高くなるうえ，関係機関との顔の見える関係が構築でき
た．ただ，作成して安心ではなく，シナリオどおりに災
害が起こるわけでは無い．タイムラインを運用し，ふり
かえり・改善を繰り返すことが重要である（図-6）．
さらに，今後は，町内会レベルの地域コミュニティの
タイムラインの作成に繋げることが重要と考えている．

図-6 タイムライン PDCA サイクルの流れ

写真-7 児童らが作成したマイ・タイムライン
(2)顔が見える関係構築 ～「水辺で乾杯」
災害時などの切迫した環境の中で，最も重要になるの
は関係機関との信頼関係である．タイムライン検討会を
通じて，顔の見える関係が構築されつつあった7月，釧
路川の水辺で小さな集まりが行われた．
毎年7月7日の七夕にちなみ，午後7時7分に身近な水辺
を粋に静かに楽しもうという風流な実験が，全国の河川
で実施されている．標茶町では，まさに，タイムライン
検討会で培った信頼関係がきっかけで実施されたと言っ
ても過言ではない．水辺で乾杯の様子は，写真の雰囲気
を感じ取って頂ければ幸いである．

写真-8 釧路川の「水辺で乾杯」
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