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常呂川における減災に向けた取組について
―常呂川下流地区水害タイムライン試行版等の紹介―
網走開発建設部 北見河川事務所

○竹森 政彦
小澤 和行
川邊 和人

近年、全国各地で大規模な洪水による被害が頻発し、平成２８年８月には、常呂川でも洪水
によって堤防決壊等の甚大な被害が発生した。
「水防災意識社会再構築ビジョン」の下、ハード・ソフト一体となった整備を推進するとと
もに、関係機関が連携して迅速・確実な避難の体制を確立する常呂川下流地区水害タイムライ
ン試行版を策定した。
本報告は、これらの取組のほか、防災教育等の防災・減災に向けた取組事例を紹介するもの
である。
キーワード：減災、危機管理、防災

1. はじめに

常呂川 KP22.6 左岸の堤防越水状況

(1)流域の概要
常呂川は、石狩山地の三国山（標高1,541m）を源に発
し、仁居常呂川・無加川・仁頃川を合わせ、常呂平野を
経てオホーツク海に注ぐ、幹川流路延長120km、流域面
積1,930km2の一級河川である。その流域は、北見市、訓
子府町、置戸町の1市2町からなり、上流域は森林資源な
どに恵まれ、中下流部はタマネギや甜菜の栽培が盛んで、
河口沿岸ではホタテの養殖などの漁業が行われている。

常呂川

(2)平成２８年度の洪水概要
平成28年8月17日から30日にかけて4つの台風が北海道
に上陸・接近し、網走開発建設部が管理している網走川、
常呂川においては計画高水位を上回る既往最大の水位を
観測するなどの記録的な洪水となった。この影響により
常呂川流域では堤防からの越水や支川の柴山沢川（図-1、
写真-1）での決壊等による外水氾濫が発生し、河川管理
施設のほか、沿川の農地にも甚大な被害をもたらした。

柴山沢川左岸の堤防決壊状況

柴山沢川

写真-1 堤防越水・破堤箇所状況
2.常呂川下流地区水害タイムラインについて

図-1 常呂川流域図

(1)タイムライン導入の経緯
平成27年9月の関東・東北豪雨による甚大な被害を踏
まえ、国土交通省では「施設では防ぎきれない大洪水は
発生するもの」との考えに立ち、社会全体でこれに備え
るため、ハード・ソフト一体となった「水防災意識社会
再構築ビジョン」の取組を進めてきた。
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その中で、全国各地で台風などにより、中小河川で氾
濫被害が発生し、逃げ遅れによる多数の被災者や甚大な
経済被害も発生したことから、各水系の大規模氾濫減災
協議会を通じて水防災意識社会の取組を加速させること
となった。
平成28年8月洪水では、常呂川下流部に位置する日
吉・福山地区で、堤防決壊や越水により大規模な浸水被
害が発生した。(写真-2)
さらに、避難経路である道道北見常呂線（道道7号）
が浸水により冠水し（写真-3）、住民が一時孤立したこ
とや、浸水想定区域内に要配慮者施設や避難所などが複
数あることから、住民に早めの避難を促すための伝達方
法が課題となり、北見市が対策を模索していた。
これらの状況から地域住民の防災意識が高まったこと
や先行事例として滝川市の水害タイムラインの取組があ
ったことから、北見市が平成29年度に常呂自治区で水害
タイムライン導入を決断したものである。
また、網走開発建設部が主体となって取組んでいる常
呂川減災対策協議会では、ソフト対策の一つの目標とし
て「迅速・確実な避難」があり、これを進める取組とし
て多機関が連携したタイムラインの作成を位置づけてい
ることから、関係機関と協力し、取組むこととなった。

下記の2点とした。
a)北見市常呂自治区の地域特性を考慮
常呂自治区上流の日吉・福山地区においては貯留型氾
濫区域、市街地を抱える下流では拡散型氾濫区域と氾濫
形態が異なり、平成28年8月洪水では沿川住民の避難経
路となる道道北見常呂線の日吉・福山地区で冠水による
通行止が発生し、上流と下流で住民の行動タイミングが
異なる。将来において常呂川下流地区で計画規模を超え
る大規模な洪水による広域での浸水被害が発生すること
を想定した防災行動・役割分担の検討を行う。
b)関係機関との連携
地域住民の円滑・確実な避難や浸水被害の軽減に向け
て、道路管理者や河川管理者等との連携や調整という視
点も含めて検討を実施する。
(3)タイムライン検討経緯
検討会は、北見市、北海道、国等の関係機関と地域
の町内会で構成し、流域全体での防災力向上や先を見越
した早期の防災行動を実現することを目指して、平成30
年7月19日の発足式(写真-4)を皮切りに、4回の検討会と
自治体ワーキング及び道道7号ワーキングを開催し、関
係機関がワ―クショップ形式(防災情報意思決定、市民
安全支援、市民安全行動、地域安全対策支援、生活基盤
対策、防災基盤対策の全6グループ)で検討を進めた。
(表-1、表-2)
表-1 常呂川下流地区水害タイムライン 参画機関

常呂川

網走開発建設部・網走地方気象台・陸上自衛隊・北
海道オホーツク総合振興局・北海道警察・北見市・
北見地区消防組合・北見市社会福祉協議会・北見市
民生委員児童委員協議会・北見市教育委員会・網走
バス株式会社・北海道北見バス株式会社・北海道電
力株式会社・東日本電信電話株式会社・常呂町農業
協同組合・常呂漁業協同組合・常呂厚生病院・常呂
町建設業協会・北見市常呂自治区 19 町内会
（全 19 機関）

写真-2 常呂川の浸水状況(日吉地区)

常呂川

道道７号北見常呂線

写真-3 常呂川の出水状況(福山・日吉地区)
(2)タイムライン検討の目的と方針
北見市では、平成28年8月洪水による甚大な被害を経
験したことで、災害が発生することを前提として「い
つ」「誰が」「何をするか」について、あらかじめ、
時間軸に沿って整理し、地域住民、関係機関が情報と行
動を共有する事前防災行動計画（タイムライン）に取組
むための常呂川下流地区水害タイムライン検討会（以下、
「検討会」という。）を立ち上げた。その目的と方針は
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写真-4 常呂川下流地区水害タイムライン発足式

(5)タイムライン試行版完成
試行版完成の前段の第4回検討会では、第3回までの
議論結果をまとめた「常呂川下流地区水害タイムライ
ン試行版」を検証するための図上訓練を実施した。
(写真-5)その後、常呂川下流地区水害タイムライン完
成報告を行い、「常呂川下流地区水害タイムラインに
基づく連携に関する協定」を北見市長、北海道開発局
網走開発建設部長、網走地方気象台長、北海道オホー
ツク総合振興局長の四者により締結した。(写真-6)

表-2 タイムライン検討会時系列

(4)タイムラインの想定シナリオ
災害シナリオは、平成28年8月洪水の実績水位を基に
想定し、浸水区域・浸水深は、浸水想定区域における想
定最大規模の洪水を設定した。
タイムラインステージ設定は、大まかな行動の切り替
え目安と条件を設定し、全体で危機感を共有できるもの
とした。
タイムラインステージとは、防災行動を実施するタイ
ミングを段階的に分類し、条件設定に基づいて防災行動
の内容を移行するものであり、今回の常呂川下流地区水
害タイムラインでは、ステージ0からステージ6まで設定
した。(表-3)「常呂川下流地区水害タイムライン試行版
詳細表」でタイムラインステージごとに参画機関の具体
的な防災行動や役割分担、連携事項を明記した。
表-3 タイムラインステージ表

写真-5 タイムライン模擬訓練の状況

写真-6 タイムラインに基づく連携に関する協定締結
(6)タイムライン試行版運用
常呂川下流地区水害タイムライン試行版が完成してか
ら、タイムラインを発動したのは2回あり、そのどちら
も、降雨が継続しなかったことで、タイムラインステー
ジの進行は、ステージ1又はステージ2までとなった。
タイムライン試行の効果として、台風が近づく前のか
なり早い段階から常呂自治区、気象台・北海道の関係機
関とタイムライン発動の協議を実施することから事務所
の要員確保やダム流入予測など時間と気持ちに余裕を持
った事前準備（情報収集）に入ることができた。
今後の取組に向けては、洪水時の多忙な中でも関係機
関と協議を必要とするため、大規模出水が見込まれると
きにステージの切り替えをスムーズに実施できるよう、
試行を継続して検証を行い、実績を重ねていく必要があ
ると考えている。
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3.減災に向けたその他の取組
(1) 防災教育
北見河川事務所では、平成20年度より北見市内の小学
校で河川環境や地域への理解を深めるため、4年生から6
年生の3か年を1サイクルとした「防災・環境教育活動プ
ログラム」(表-4)を作成し、川での体験学習会と川の防
災学習会を実施している。川の体験学習会では、身近な
川の環境を知ってもらうために水生生物採取とパックテ
ストによる簡易水質調査を行っている。
川の防災学習会では、防災意識向上を目的として、学
習会の冒頭で、平常時の川と洪水時の川の写真や動画を
見てもらことで、臨場感を感じてもらい、洪水被害の大
きさを実感してもらう工夫を行った。また、一方的に説
明するだけでは変化がなく、単調になり学習への集中力
が弱くなってしまうことから、実験装置による内水氾濫
の仕組みの説明や避難所へ避難することを想定し、非常
持出品を自分で選び、それを非常持出袋へ入れ、その非
常持出袋を背負うことで、現実味のある学習会に努めて
きた。（写真-7）

これらの取組効果として、生徒達から感想を聞き取っ
たところ、身近な常呂川や無加川が大雨により氾濫した
場合、自分の居住している地域がどのような被害を受け
るかを認識できたことが挙げられ、今後は、学習会で使
用する教材の種類を増やすことで、説明の幅を広げられ
るよう工夫したいと考えている。

写真-7 非常持出品の選定

表-4 防災・環境学習プログラム概要
学年

環境・防災学習の目標

実施概要

４年生

簡易水質調査（水生生
身近な川の水質や川に
物採取、パックテス
生息する魚類の認識
ト)、魚類調査

５年生

水害の恐ろしさ、防災 マイハザードマップ作
情報収集
り、模型実験

６年生

災害に備えての準備、 災害図上訓練、非常持
避難行動
出品の確認

写真-8 ハザードマップ作成

(2)北見工業大学との連携
北見工業大学とは、これまでも協力体制を構築してお
a)小学4年生の環境学習内容
り、平成28年8月の洪水時に常呂川で起きた越水による
4年生では、川の中に入り水生生物を採取し、採取し
堤防法崩れや基盤漏水による噴砂についての調査、河川
た生物を指標に基づき、きれいな水から大変きたない水
工学及び地盤工学の専門的見地から被災要因の分析、復
までの4段階に判定することと、パックテストにより川
旧工法の検討までの助言を頂くなど、幅広く連携を行っ
てきた。また、北見市内の小学校で行う防災学習会に当
の水に含まれる溶存酸素量等を色で目視判定する簡易水
質分析を行い、併せて、投網による魚類調査も実施した。 たっては、使用する教材や学習会の進め方について、北
見工業大学より提案を受けながら実施してきた。
b)小学5年生の防災学習内容
北見工業大学では、今後はさらなる降雨量の増加など
住民生活に支障をきたす自然災害の発生が予想されるこ
5年生では、自宅と学校が記載された平面図を使用し
とから、大学内の防災研究に関する部門を一元化し、教
て、通学路や自宅周辺の土地の特徴、洪水時の避難所を
確認するハザードマップを作成した。(写真-8)
育・研究を展開することで研究成果を積雪寒冷地域の防
災力向上に役立てることを目的として、令和元年5月1日
c)小学6年生の防災学習内容
「地域と歩む防災研究センター」を設立した。
これを機に、オホーツク管内の防災・減災への取組を
6年生では、前年に学習した5年生の振り返りを兼ねて、
自宅と学校が記載された平面図を使用し、災害時に役立
より強固なものとするため、令和元年6月5日に地域と歩
む防災研究センターと北見河川事務所、北見道路事務所
ちそうな公共施設や商店等を選定し、その上で洪水時に
が協定書を交わし、今後は、同センターと連携して防
危険な場所を特定し、1人で自宅に居て避難する場合を
災・減災への取組を専門分野を横断して地域に見合った
想定した図上訓練を行った。
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災害対応を提案していくこととした。(写真-9)
この連携協定の締結に先がけて、同センターの開所式
に合わせ、公開実験として実施されたのが、屋外開水路
を使用した河川増水時の橋台背面盛土の浸食実験である。
この実験に際して北見道路事務所からは水を補給する
給水車、北見河川事務所からは水路の水を循環させる排
水ポンプ車を運用し、連携を図った。
(写真-10、写真-11)

の別な種類の教材にも手がけていきたい。
地域と歩む防災研究センターとの連携については、従
来から実施している防災技術の研究・開発や災害時の現
地調査だけでなく、地域の防災意識向上を目指した取組
も期待されていることから、同センター、北見道路事務
所、北見河川事務所の三者で、議論を深めながら相互支
援の充実を図っていきたい。

写真-9 連携協定の締結

写真-10 給水車と排水ポンプ車の運用状況

写真-11 橋台背面盛土浸食実験
4.あとがき
(1)今後の展開について
常呂川下流地区水害タイムライン試行版の運用を重ね
る中で、今後も年２回程度検討会を開催し、追加項目や
修正事項などがあれば、適宜修正等を行い、より良いも
のとしていきたい。また、地域で作成するコミュニュテ
ィタイムラインの策定等に協力していきたい。
その他の減災に向けた取組としての防災学習会では、
学校の意向等を踏まえ、例えばマイタイムライン作成等
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