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令和3年(2021年)9月一部改訂札幌市

○気象（天気予報、注意報・警報等）に関することは
・札幌管区気象台
　https://www.jma-net.go.jp/sapporo/
・気象庁
　https://www.jma.go.jp/
○河川（雨量情報・水位情報）に関することは
・国土交通省「川の防災情報」
　https://www.river.go.jp/
○土砂に関することは
・北海道土砂災害警戒情報システム
　https://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/
○避難等に関することは
・札幌市危機管理対策室
　https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/
○避難情報、気象警報の携帯電話メール配信に関することは
・携帯サイト「北海道防災情報」
　https://www.bousai-hokkaido.jp/
○気象情報や災害時の避難所、ハザードマップの
　確認をしたい場合は
・さっぽろ防災ポータル
　https://bousai.city.sapporo.jp/
○マップの拡大表示、住所での検索を行いたい場合は
・札幌市地図情報サービス
　https://www.city.sapporo.jp/johoo/it/web_gis/web_gis.html

011-211-3062
011-822-2400
011-889-2400

○マップ・避難等に関することは
・札幌市危機管理対策室
・札幌市豊平区市民部総務企画課
・札幌市清田区市民部総務企画課

○豊平川（下流）：総雨量 406mm/72 時間・精進川：総雨量 125mm/1 時間

○月寒川（下流）：総雨量 556mm/72 時間、（上流）総雨量 168mm/2 時間

○厚別川（上流）：総雨量 208mm/4 時間

○望月寒川（下流）：総雨量 556mm/72 時間、（上流）総雨量 155mm/2 時間

豊平区・清田区版

さっぽろ市
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避難に関する情報

洪水浸水想定区域の考え方

都市型水害について知る

洪水発生のメカニズム
○洪水は、大雨による河川の増水により、堤防が決壊するか、川の水が堤防を越えるなどしておこり
ます。

浸水想定区域図水位に関する情報

想定される浸水深に関する情報

○札幌市防災アプリ「そなえ」

AppStore GooglePlay

○洪水や土砂災害の危険が迫った際には、札幌市から対象の地域に避難を呼びかけます。

○すべての破堤点（堤防が決壊すると想定したところ）について、どう氾濫し浸水するかを予想します。
○すべての予想結果を重ね合わせ、最大の区域と深さを表示しています。
○実際は、それらのうち限られた箇所が氾濫し、浸水区域が広がり、徐々に深くなります。

○大規模な洪水以外にも、都市は舗装された道路や宅地が多く、降った雨は地中に浸透しにくいため、
川や水路、下水道に一気に集まる場合があります。次のような危険があるので注意しましょう。
<低地の冠水>
・周辺より低い低地やアンダーパスでは、車が立ち往生し水没する危険があるため、大雨時は通らな
いようにしましょう。
<地下への浸水>
・地下が浸水すると　①水圧でドアが開かない　②一気に水が流れ
込む　③外の様子が分からず逃げ遅れる　など、命の危険がある
ため、早めの避難が必要です。
<過去の浸水>
・過去に浸水があった所は、大雨のとき、ふたたび浸水するおそれ
があります。
・避難時は、できるだけ避けて通りましょう。
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 3ｍ～ 5ｍ未満

5ｍ～ 10ｍ未満

10ｍ以上

0.5ｍ～  3ｍ未満

0.5ｍ未満

3階以上が浸水。場所によって家が破壊さ
れ、流失するおそれがあります。

2階の軒下までつかる程度。場所によって
家が破壊され、流失するおそれがあります。

大人の腰から 1階の軒下までつかる程度。
床上が浸水。

大人のひざまでつかる程度。床下まで浸水。
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下図はそれぞれの川で想定し得る最大規模の雨により洪水が起きた場合に想定される浸水区域です。自宅等がどの川の浸水想定区域にあるか確認しましょう。

大雨によって川の水が増え、
水かさが上がり始めます。

堤防いっぱいまで水が増える
と堤防に水の力がかかり始め
ます。

水が増え、水の力に堤防が耐
えられなくなり、堤防の一部
が崩れ始めます。

崩れた場所は一気に拡がり、
勢いよく水が流れ出し、家な
どに襲いかかります。

避難に関する情報

洪水から身をまもる②風水害時に役立つ情報 河川毎の浸水想定区域図

洪水から身をまもる①

5.0m

10.0m
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自宅が家屋倒壊等氾濫想定区域内にある。 浸水の深さが建物の
最上階の床の高さを
上回る。

屋内待機
むやみな外出は控えま
しょう。

垂直避難
洪水が起きても自宅
の上階に移動すれば
浸水を免れることが
できます。

立ち退き避難
洪水が発生した場合、自
宅に留まることは危険で
す。近隣の安全な場所や
頑丈な建物へ移動しま
しょう。

いいえ

はい

いいえ

いいえ
はい

いいえはい

はい

自宅が浸水想定区
域内にある。
または、家屋倒壊
等氾濫想定区域内
にある。

河岸侵食 氾濫流（木造建築）

安全な場所への移
動が可能である。

近隣の頑丈で高い建物等
への移動が可能である。

屋内待機
むやみな外出は控えま
しょう。

立ち退き避難が遅れた
場合でも、少しでも自
分の身の安全を守る可
能性が高い行動をとっ
てください。

立ち退き避難
土砂災害が発生した場合、
そのまま留まることは危
険です。近隣の安全な場
所や頑丈な建物へ移動し
ましょう。

いいえ

いいえ

はい

はい

自宅が土砂災害の
危険区域内にある。

崖と反対側の屋内の安全な場所へ移動
（垂直避難）

お問合せ先

○気象に関することは
・札幌管区気象台天気相談所 011-611-0170
○河川に関することは
・札幌市下水道河川局事業推進部河川管理課 011-818-3415
○下水道に関することは
・札幌市下水道河川局事業推進部施設管理課 011-818-3421
○国道に関することは
・北海道開発局札幌開発建設部札幌道路事務所 011-854-6111

テレビ・ラジオ・札幌市ホームページ・緊急速報メールで伝達します。

札幌開発建設部及び札幌建設管理部ホームページで公表されている浸水区域や浸水深、家屋倒壊のおそれがある区域を確認しておきましょう。 検索札幌開発建設部　浸水想定区域 検索札幌建設管理部　浸水想定区域

　洪水ハザードマップは、河川が氾濫した際に想定さ
れる最大の浸水区域とその深さを表したものです。
　いざというときのために、日ごろから、浸水が想定
される範囲、防災情報の入手方法、避難の方法などを
確認し浸水の備えに役立ててください。

緊急連絡先
○テレホンサービスの案内
・災害（けが）救急病院
・北海道救急医療情報案内センター

011-201-0099（自動案内）
0120-20-8699 ／ 011-221-8699（携帯電話用）

○緊急連絡先
・警察署
・消防署

110
119

防災情報 防災アプリ

※洪水予報河川：流域面積の大きい河川で洪水により重大な損害を生ずるおそれがある河川（洪水予報を発表する河川）
※水位周知河川：洪水予報河川以外の河川で洪水により重大な損害を生ずるおそれのある河川

状況に応じた避難行動（洪水から身を守る） 状況に応じた避難行動（土砂災害から身を守る）

○下図のとおり、自宅や自分のいる場所が浸水想定区域内で建物の最上階の床を上回る場合や家屋倒
壊等氾濫想定区域内にある場合は、浸水前の早い段階で指定緊急避難場所などの安全な場所へ立ち
退き避難しましょう。

○万が一、逃げ遅れて浸水後の避難となる場合や、激しい雨が継続し、指定緊急避難場所まで移動す
ることがかえって危険を及ぼすような場合は、近隣の安全な場所へ移動したり、屋内の高いところ
や屋上へ移動する垂直避難（屋内安全確保）をしましょう。

○下図のとおり、自宅や自分のいる場所が土砂災害の危険区域内にある場合、安全な場所への移動が
できる場合は、指定緊急避難場所などの安全な場所へ立ち退き避難しましょう。

○万が一、夜中や激しい雨などで安全な場所への移動が難しい場合は、ただちに近くの頑丈な建物の
2階以上などへ移動しましょう。

○また、屋外への避難がかえって危険な場合は、崖と反対側のなるべく高い階の部屋などへ避難しま
しょう。

災害が発生するおそれがある状況です。
お年寄りや身体の不自由な方など、避難に時間を要する方は、危
険な場所から避難してください。その他の方は避難の準備を整え
てください。

災害が発生するおそれが高い状況です。
危険な場所から全員避難してください。

高齢者等避難：警戒レベル３ 避難指示：警戒レベル４
すでに災害が発生又は切迫している状況です。
命の危険が迫っています。避難所への移動が危険な場合は、少し
でも高い場所に移動する等、直ちに身の安全を確保してください。

緊急安全確保：警戒レベル５

○氾濫危険水位
　洪水により家屋浸水等の被害を生じる氾濫のおそれがある水位であり、札幌市は「避難指示」を発
令します。ただちに避難を開始してください。もし避難が遅れてしまったら、自宅の 2階や近くの
高いところに避難してください。

○避難判断水位
　札幌市が「高齢者等避難」の発令を検討する水位です。「高齢者等避難」が発令されたら、高齢者等
は速やかに避難を開始してください。高齢者等

　以外の方も避難の準備などを行ってください。
○氾濫注意水位
　水防関係機関が出動する目安となる水位です。
雨の水位や情報に注意したり、避難に備えて準
備を始めてください。

○水防団待機水位
　消防団などの水防関係機関が水防活動の準備を
始める目安の水位です。

「緊急安全確保」を発令します。

氾濫注意水位
水防団待機水位

洪水予報河川 水位周知河川

石狩川・豊平川（下流）・新川
厚別川・野津幌川・月寒川・望月寒川・
精進川・豊平川(上流)・星置川・中の川・
琴似川・琴似発寒川

「避難指示」を発令します。※水位が上昇し、氾濫が見込まれる場合など
「高齢者等避難」を発令します。
※今後、氾濫危険水位に達すると見込まれるとき 水位情報に注意し、氾濫に備えます。

水位情報に注意し、氾濫に備えます。
水位情報に注意し、氾濫に備えます。

水位の目安

氾濫の発生
氾濫危険水位

避難判断水位

警戒レベル

警戒レベル５

警戒レベル4

警戒レベル3

堤防

高水敷

氾濫危険水位
避難判断水位

水防団待機水位
氾濫注意水位

普段の水位


