
３月８日から９日にかけての大雨と融雪等による被害状況等（第１報）      
  ※これは速報値であり、数値等は今後変わることがあります。  

１ 気象警報等の発表状況(14:50 警報発表中の地域) 

 ・大雨警報 ：日高（東部） 

 ・洪水警報 ：空知（中空知）、日高（中部）、上川（南部）、十勝（北部）、釧路（北部、中部、南西部） 

 ・暴風警報 ：オホーツク（網走西部、網走東部）、釧路（南東部、南西部）、根室（南部） 

 ・波浪警報 ：日高（西部、中部、東部）、十勝（中部、南部）、釧路（南東部、南西部）、根室（南部） 

       

２ 被害状況 

（１）人 的 被 害： なし 

 

（２）住 家 被 害： 

①住 家 被 害： 床上浸水 9件（夕張市 2、歌志内市 1、恵庭市 1、函館市 1、富良野市 2、南富良野町 1、 

占冠村 1） 

床下浸水 25件（夕張市 2、美唄市 5、由仁町 1、札幌市 3、むかわ町 2、平取町 2、 

日高町 1、函館市 2、富良野市 1、南富良野町 1、白糠町 2、鶴居村 1、 

帯広市 1、広尾町 1） 

  ②非住家被害： 全壊 1件（赤平市 1） 

 

（３）避難等の状況： 別紙のとおり 

 

（４）ライフライン： 

① 国   道： 通行止め 16路線 19区間（13:30現在） 

② 道   道： 通行止め 30路線 37区間（14:00現在） 

③ 高 速 道 路： 通行止め 2路線 2区間（13:35現在） 

④ Ｊ   Ｒ： 運休 236本（特急 22本、快速・普通 214本）（14:55現在） 

⑤ 飛 行 機： 欠航 22便（国内線 22便）（13:00現在） 

⑤ 電   気： 停電なし（13:45現在） 

⑥ 水   道： 断水等なし（13:30現在） 

 

（５）産 業 被 害： 調査中 

 

３ 自衛隊災害派遣要請： なし 

 

４ 災害対策本部等の設置： 

 【北海道】 

第２非常配備 

 

【市町村】 

 本庁        （3/9 10:00 ～       ） 

空知総合振興局   （3/9 10:00 ～       ） 

 後志総合振興局   （3/9 10:00 ～       ） 

 日高振興局     （3/9 10:00 ～       ） 

 檜山振興局     （3/9 10:00 ～       ） 

留萌振興局     （3/9 10:00 ～       ） 

オホーツク総合振興局（3/9 10:00 ～       ） 

釧路総合振興局   （3/9 10:00 ～       ） 

東京事務所      （3/9 10:00 ～       ） 

石狩振興局      （3/9 10:00 ～       ） 

胆振総合振興局    （3/9 10:00 ～       ） 

渡島総合振興局    （3/9 10:00 ～       ） 

上川総合振興局    （3/9 10:00 ～       ） 

宗谷総合振興局    （3/9 10:00 ～       ） 

十勝総合振興局    （3/9 10:00 ～       ） 

根室振興局      （3/9 10:00 ～       ） 

 千歳市災害警戒本部   （3/9 11:30 ～       ） 

日高町災害対策本部   （3/9 8:15 ～       ） 

新ひだか町災害対策本部 （3/9 9:15 ～       ） 

富良野市災害対策本部  （3/9 10:10 ～       ） 

新冠町災害対策本部   （3/9 2:32 ～        ）

平取町災害対策本部   （3/9 8:26 ～        ）

新ひだか町災害対策地方本部(三石)（3/9 9:15 ～    ）

清里町災害対策本部     （3/9  13:00 ～      ）

Ｈ３０年３月９日 １６時００分 取りまとめ 

北海道総務部危機対策局危機対策課 

連絡先：防災グループ(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 011-204-5008 



５ 河川氾濫のおそれ 

（１）国管理河川（12:00） 

 ・氾濫注意水位超過 ：オソベツ川、鵡川、剣淵川 

 

（２）道管理河川（14:00） 

 ・計画高水位超過 ：茶路川（白糠町） 

・避難判断水位超過：古川（新ひだか町） 

・氾濫注意水位超過：南六号川（長沼町）、阿野呂川（夕張市、栗山町）、厚別川（新冠町）、 

新冠川（新冠町）、安平川（安平町） 

 

６ 臨時休校等 

（１）公立学校：臨時休校 193校（幼稚園 4、小学校 113、中学校 64、義務教育学校 1、高等学校 7、 

特別支援学校 4） 

        始業時間繰下 4校（小学校 2、中学校 2） 

        下校時間繰上 18校（幼稚園 2、小学校 7、中学校 6、高等学校 2、特別支援学校 1） 

 

（２）私立学校：臨時休校 20校（幼稚園 17、高校 1、専修学校 2） 

 

弟子屈町災害対策本部  （3/9 11:42 ～        ） 

根室市災害警戒本部   （3/9 4:13 ～        ） 

占冠村災害対策本部   （3/9 13:30 ～        ） 

白糠町災害対策本部   （3/9  6:00 ～       ）

羅臼町災害対策本部   （3/9 12:00 ～       ）

 



別表

１　避難指示（緊急）

振興局 市町村 地区 対象世帯数 対象人数 理由
釧路 標茶町 開運、多和（その

他）、旭、桜、富
士、平和、麻生

1,270世帯 2,640人 3/9 15:00
釧路川増水のため

1,270世帯 2,640人

２　避難勧告

振興局 市町村 地区 対象世帯数 対象人数 理由
上川 富良野市 南扇山 82世帯 151人 3/9 10:30

布礼別川越水に伴う避難
勧告

釧路 標茶町 開運、多和（その
他）、旭、桜、富
士、平和、麻生

1,270世帯 2,640人 3/9 13:10 3/9 15:00
釧路川増水のため
→避難指示（緊急）へ
移行

弟子屈町 朝日2丁目 3/9 12:55 大雨及び融水による浸
水害のため

朝日1丁目 3/9 14:30

白糠町 橋北3区、西茶
路、幸、春日、西
本通り1・2、共
栄、西浜1・2

725世帯 1,120人 3/9 14:00

2,229世帯 4,211人

３　避難準備・高齢者等避難開始

振興局 市町村 地区 対象世帯数 対象人数 理由
日高 新ひだか町 静内本町 105世帯 176人 3/9 10:50

静内吉野町 236世帯 396人 3/9 10:50

静内青柳町 276世帯 495人 3/9 10:50

静内御幸町 64世帯 114人 3/9 10:50

三石本桐 267世帯 576人 3/9 12:06

三石美野和 39世帯 148人 3/9 12:06

釧路 白糠町 橋北3区、西茶
路、幸、春日、西
本通り1・2、共
栄、西浜1・2

725世帯 1,120人 3/9 12:30 3/9 14:00 避難勧告へ移行

1,712世帯 3,025人

４　避難所開設・避難者数

振興局 市町村 地区 開設 閉鎖 避難者数 備考
日高 新ひだか町 静内本町、静内吉

野町、静内青柳
町、静内御幸町

3/9 10:50

三石本桐、三石美
野和

3/9 12:06

東静内地区 3/9 12:50

平取町 紫雲古津、去場 3/9 8:50 最大2人

振内町、幌毛志 3/9 9:21

浦河町 姉茶 3/9 13:23

上川 富良野市 南扇山 3/9 10:30 4人 最大4人

釧路 標茶町 3/9 13:10

3/9 13:10

弟子屈町 朝日2丁目 3/9 12:55 4人 最大4人

白糠町 武道館 3/9 12:30

3/9 12:30

3/9 12:30

8人
最大10人

住 民 避 難 情 報

発令日時 解除日時

河川（古川）の氾濫の
おそれ

河川（けりまい川、和
寒別川）の氾濫の恐れ

計

発令日時 解除日時

発令日時 解除日時

152世帯 300人

計

紫雲古津小学校

姉茶生活館

東静内会館

振内町民センター

日の出集会所

計（7市町村） 避難所（最大13箇所）

橋北3区、西茶
路、幸、春日、西
本通り1・2、共
栄、西浜1・2

弟子屈町公民館
総合社会福祉センター

開運、多和（その
他）、旭、桜、富
士、平和、麻生

三石スポーツセンター

やまびこ会館

ピュアプラザ

計

避難所

ふれあいセンター

農業者トレーニングセンター


