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資料編４－３：音更町重要水防箇所一覧 

 

１　帯広開発建設部 

 

 No 河川名 左右岸 築堤名 距離標 延長 種別 重要度 重点区間

 １ 十勝川 左岸 下士幌築堤 50.20　～　50.40 0.20 越水・溢水 Ｂ

 ２ 十勝川 左岸 下士幌築堤 53.60　～　54.80 1.20 越水・溢水 Ｂ

 ３ 十勝川 左岸 下士幌築堤 54.80　～　55.20 0.40 越水・溢水 Ｂ 重点区間

 ４ 十勝川 左岸 木野築堤 57.00　～　57.20 0.20 越水・溢水 Ｂ 重点区間

 ５ 十勝川 左岸 木野築堤 57.40　～　57.80 0.40 越水・溢水 Ｂ 重点区間

 ６ 十勝川 - 十勝中央大橋 48.33 工作物 Ｂ

 ７ 十勝川 - 十勝大橋 56.73 工作物 Ｂ

 ８ 十勝川 左岸 下士幌築堤 49.80　～　50.40 0.60 旧川跡 要注意

 ９ 十勝川 左岸 下士幌築堤 54.20　～　54.80 0.60 旧川跡 要注意

 10 十勝川 左岸 下士幌築堤 54.80　～　55.00 0.20 旧川跡 要注意 重点区間

 11 十勝川 左岸 下士幌築堤 55.80　～　56.20 0.40 旧川跡 要注意

 12 十勝川 左岸 木野築堤 56.40　～　57.00 0.60 旧川跡 要注意

 13 十勝川 左岸 木野築堤 57.00　～　57.20 0.20 旧川跡 要注意 重点区間

 14 十勝川 左岸 木野築堤 57.20　～　57.40 0.20 旧川跡 要注意

 15 十勝川 左岸 木野築堤 57.40　～　57.80 0.40 旧川跡 要注意 重点区間

 16 十勝川 左岸 然別築堤 60.00　～　61.40 1.40 旧川跡 要注意

 17 音更川 左岸 宝来築堤  0.60　～　 0.80 0.20 越水・溢水 Ｂ 重点区間

 18 音更川 左岸 宝来築堤  3.00　～　 3.20 0.20 越水・溢水 Ｂ

 19 音更川 右岸 北駒場築堤 16.00　～　16.80 0.80 堤体漏水 Ｂ

 20 音更川 右岸 北駒場築堤 16.80　～　17.00 0.20 堤体漏水 Ｂ 重点区間

 21 音更川 右岸 北駒場築堤 17.00　～　18.60 1.60 堤体漏水 Ｂ

 22 音更川 右岸 北駒場築堤 16.00　～　16.80 0.80 基礎地盤漏水 Ｂ

 23 音更川 右岸 北駒場築堤 16.80　～　17.00 0.20 基礎地盤漏水 Ｂ 重点区間

 24 音更川 右岸 北駒場築堤 17.00　～　18.60 1.60 基礎地盤漏水 Ｂ

 25 音更川 左岸 東音更築堤  6.20　～　 6.60 0.40 水衝・洗掘 Ｂ

 26 音更川 左岸 東音更築堤  9.20　～　 9.60 0.40 水衝・洗掘 Ｂ

 27 音更川 左岸 東音更築堤 11.40　～　12.20 0.80 水衝・洗掘 Ｂ

 28 音更川 左岸 東音更築堤 12.20　～　12.60 0.40 水衝・洗掘 Ａ

 29 音更川 左岸 東音更築堤 13.00　～　13.20 0.20 水衝・洗掘 Ｂ 重点区間

 30 音更川 左岸 東音更築堤 13.20　～　13.60 0.40 水衝・洗掘 Ｂ

 31 音更川 左岸 東音更築堤 13.60　～　13.80 0.20 水衝・洗掘 Ａ

 32 音更川 左岸 東音更築堤 18.00　～　18.20 0.20 水衝・洗掘 Ｂ

 33 音更川 左岸 東音更築堤 18.80　～　19.00 0.20 水衝・洗掘 Ａ

 34 音更川 右岸 音更築堤  5.20　～　 5.60 0.40 水衝・洗掘 Ｂ

 35 音更川 右岸 音更築堤 10.00　～　10.20 0.20 水衝・洗掘 Ｂ

 36 音更川 右岸 北駒場築堤 16.20　～　16.40 0.20 水衝・洗掘 Ｂ

 37 音更川 右岸 北駒場築堤 16.40　～　16.80 0.40 水衝・洗掘 Ａ

 38 音更川 右岸 北駒場築堤 18.80　～　19.20 0.40 水衝・洗掘 Ｂ

 39 音更川 右岸 中音更築堤 24.80　～　25.00 0.20 水衝・洗掘 Ｂ

 40 音更川 左岸 宝来築堤  0.60　～　 0.80 0.20 旧川跡 要注意 重点区間

 41 音更川 左岸 宝来築堤  0.80　～　 3.00 2.20 旧川跡 要注意

 42 音更川 左岸 宝来築堤  3.20　～　 4.20 1.00 旧川跡 要注意

 43 音更川 左岸 東音更築堤  6.60　～　 7.40 0.80 旧川跡 要注意

 44 音更川 左岸 東音更築堤  7.60　～　 7.80 0.20 旧川跡 要注意

 45 音更川 左岸 東音更築堤  8.00　～　 8.20 0.20 旧川跡 要注意

 46 音更川 左岸 東音更築堤  8.40　～　 8.80 0.40 旧川跡 要注意

 47 音更川 左岸 東音更築堤  8.80　～　 9.00 0.20 旧川跡 要注意 重点区間

 48 音更川 左岸 東音更築堤 9.00　～　13.00 4.00 旧川跡 要注意
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＊距離標：国土交通省の管理する河川において、河の調査や維持管理を行うため、目印に左右岸の堤防に河口及び合流点を起点として、
川の中心を基準に200ｍ間隔で設置しています。 

 

No 河川名 左右岸 築堤名 距離標 延長 種別 重要度 重点区間

 49 音更川 左岸 東音更築堤 13.00　～　13.20 0.20 旧川跡 要注意 重点区間

 50 音更川 左岸 東音更築堤 13.20　～　14.80 1.60 旧川跡 要注意

 51 音更川 左岸 東音更築堤 15.00　～　17.60 2.60 旧川跡 要注意

 52 音更川 左岸 東音更築堤 18.00　～　18.40 0.40 旧川跡・破堤跡 要注意

 53 音更川 左岸 東音更築堤 18.40　～　18.60 0.20 旧川跡 要注意

 54 音更川 左岸 東音更築堤 18.80　～　19.00 0.20 旧川跡 要注意

 55 音更川 右岸 木野市街築堤  0.60　～　 0.80 0.20 旧川跡 要注意 重点区間

 56 音更川 右岸 木野市街築堤  0.80　～　 1.80 1.00 旧川跡 要注意

 57 音更川 右岸 南音更築堤  1.80　～　 4.40 2.60 旧川跡 要注意

 58 音更川 右岸 南音更築堤  5.20　～　 5.40 0.20 旧川跡 要注意

 59 音更川 右岸 音更築堤  5.40　～　10.60 5.20 旧川跡 要注意

 60 音更川 右岸 音更築堤 10.60　～　10.80 0.20 旧川跡 要注意 重点区間

 61 音更川 右岸 駒場築堤 13.00　～　13.20 0.20 旧川跡 要注意 重点区間

 62 音更川 右岸 駒場築堤 13.20　～　14.00 0.80 旧川跡 要注意

 63 音更川 右岸 駒場築堤 14.00　～　14.20 0.20 旧川跡 要注意 重点区間

 64 音更川 右岸 駒場築堤 14.20　～　15.00 0.80 旧川跡 要注意

 65 音更川 右岸 北駒場築堤 16.00　～　16.60 0.60 旧川跡 要注意

 66 音更川 右岸 北駒場築堤 16.80　～　17.00 0.20 旧川跡 要注意 重点区間

 67 音更川 右岸 北駒場築堤 17.00　～　19.20 2.20 旧川跡 要注意

 68 士幌川 左岸 士幌川築堤  0.60　～　 1.40 0.80 越水・溢水 Ｂ

 69 士幌川 左岸 士幌川築堤  1.60　～　 1.60 0.20 越水・溢水 Ｂ

 70 士幌川 右岸 士幌川築堤  0.40　～　 1.60 1.20 越水・溢水 Ｂ

 71 士幌川 左岸 士幌川築堤  0.40　～　 1.60 1.20 堤体漏水 Ｂ

 72 士幌川 右岸 士幌川築堤  0.20　～　 1.60 1.40 堤体漏水 Ｂ

 73 士幌川 - 旭橋 1.49 工作物 Ｂ

 74 士幌川 左岸 士幌川築堤  0.40　～　 0.80 0.40 旧川跡 要注意

 75 士幌川 左岸 士幌川築堤  1.00　～　 1.40 0.40 旧川跡 要注意

 76 士幌川 右岸 士幌川築堤  0.20　～　 1.60 1.40 旧川跡 要注意

 77 然別川 左岸 然別川築堤  0.00　～　 0.80 0.80 堤体漏水 Ｂ

 78 然別川 左岸 然別川築堤  0.00　～　 0.80 0.80 旧川跡 要注意
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２　帯広建設管理部 

 

 

 
No. 水系名 河川名

市町村
名

右岸 
左岸

起点位置(km) 終点位置(km) 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

 
70 十勝川 鈴蘭川 音更町 左岸 宝来

(町)鈴蘭新

橋から
0.20km下流

0.00
木野大

通
(国)鈴蘭橋 0.50 0.50 Ａ 有

 71 十勝川 鈴蘭川 音更町 左岸
木野大

通
(国)鈴蘭橋 0.50 北鈴蘭 (町)北蘭橋 2.40 1.90 Ｂ 無

 
72 十勝川 鈴蘭川 音更町 右岸 宝来

(町)鈴蘭新

橋から
0.20km下流

0.00
木野大

通
(国)鈴蘭橋 0.50 0.50 Ａ 有

 73 十勝川 鈴蘭川 音更町 右岸
木野大

通
(国)鈴蘭橋 0.50 北鈴蘭 (町)北蘭橋 2.40 1.90 Ｂ 無

 
74 十勝川

第二鈴
蘭川

音更町 左岸
木野大

通

(道)北４線
橋から

0.15km下流

0.00
木野西

通
(町)再会橋 0.40 0.40 Ｂ 有

 
75 十勝川

第二鈴

蘭川
音更町 右岸

木野大

通

(道)北４線
橋から

0.15km下流

0.00
木野西

通
(町)憩橋 0.75 0.75 Ｂ 有

 
76 十勝川 士幌川 音更町 左岸 下士幌

(町)栄進橋

から0.25km
下流

1.10 下士幌

(町)栄進橋

から0.05km
下流

1.30 0.20 Ｂ 有

 
77 十勝川 士幌川 音更町 左岸 下士幌

(町)開陽橋

から0.5km上
流

8.80 下士幌

(町)開陽橋

から0.7km
上流

9.00 0.20 Ｂ 有

 
78 十勝川 士幌川 音更町 右岸 下士幌

(町)栄進橋
から0.25km

下流
1.10 下士幌

(町)栄進橋
から0.05km

下流
1.30 0.20 Ｂ 有

 
79 十勝川 士幌川 音更町 右岸 下士幌

(町)開陽橋
から0.5km上

流
8.80 下士幌

(町)開陽橋
から0.7km

上流
9.00 0.20 Ｂ 有

 
81 十勝川 然別川 音更町 左岸 東士狩

(道)万年橋

から0.95km
上流

8.60 東士狩

(道)万年橋

から1.15km
上流

8.80 0.20 Ｂ 有

 
82 十勝川 然別川 音更町 左岸 上然別

(道)誉橋か
ら1.15km下

流
10.40 上然別

(道)誉橋か
ら0.95km下

流
10.60 0.20 Ｂ 有

 
83 十勝川 然別川 音更町 左岸 上然別

(道)上然別
橋から

1.10km下流

14.10 上然別
(道)上然別
橋から 

0.90km下流

14.30 0.20 Ｂ 有

 
84 十勝川 然別川 音更町 左岸 然別

(町)豊年橋
から0.25km

上流
2.10 然別

(町)豊年橋
から0.55km

上流
2.30 0.20 Ｂ 有

 
85 十勝川 然別川 音更町 右岸 東士狩

(道)万年橋
から0.95km

上流
8.60 東士狩

(道)万年橋
から1.15km

上流
8.80 0.20 Ｂ 有

 
86 十勝川 然別川 音更町 右岸 上然別

(道)誉橋か
ら1.15km下

流

10.40 上然別
(道)誉橋か
ら0.95km下

流

10.60 0.20 Ｂ 有

 
87 十勝川 然別川 音更町 右岸 上然別

(町)上然別

橋から
1.10km下流

14.10 上然別

(町)上然別

橋から
0.90km下流

14.30 0.20 Ｂ 有

 
88 十勝川 然別川 音更町 右岸 然別

(町)豊年橋
から0.25km

上流
2.10 然別

(町)豊年橋
から0.55km

流
2.30 0.20 Ｂ 有
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資料編４－４：音更町土砂災害（特別）警戒区域一覧 

 

 
番号 現象名 所在地 区域の名称 区域番号 指定月日

警戒 
区域

特別 
警戒 
区域

 １ 土石流 音更町十勝川温泉 国井の沢川 Ⅱ-81-0620 令和３年８月27日 ○ -

 ２ 土石流 音更町豊田東８・９線 多田の沢川 Ⅱ-81-0530 令和３年８月27日 ○ -

 ３ 土石流 音更町長流枝 平尾沢左の沢川 Ⅲ-81-024 令和３年８月27日 ○ -

 ４ 土石流
音更町長流枝， 
長流枝幹線 東13号の沢川 Ⅲ-81-029 令和３年８月27日 ○ -

 ５ 土石流 音更町十勝川温泉北２・３丁目 笠松の沢川 Ⅱ-81-0610 令和３年８月27日 ○ -

 ６ 土石流 音更町然別北８線西 細岡の沢川 Ⅱ-81-0410 令和３年８月27日 ○ ○

 ７ 土石流 音更町長流枝 葭原の沢川 Ⅲ-81-027 令和３年８月27日 ○ -

 ８ 土石流 音更町長流枝 西田の沢川 Ⅱ-81-0600 令和３年８月27日 ○ -

 ９ 急傾斜地の崩壊 音更町下士幌北１線東，２線東 音更下士幌１ Ⅱ-8-16-2023 令和３年８月27日 ○ ○

 10 急傾斜地の崩壊 音更町下士幌北１線東，２線東 音更下士幌２ Ⅱ-8-17-2024 令和３年８月27日 ○ ○

 11 急傾斜地の崩壊 音更町下士幌北１線東，２線東 音更下士幌３ Ⅱ-8-18-2025 令和３年８月27日 ○ ○

 12 急傾斜地の崩壊 音更町下士幌北１線東，２線東 音更下士幌４ Ⅲ-8-3-704 令和３年８月27日 ○ ○

 13 急傾斜地の崩壊 音更町元町 音更元町 Ⅰ-8-7-2653 令和３年８月27日 ○ ○

 14 急傾斜地の崩壊 音更町十勝川温泉 音更十勝川温泉１ Ⅰ-8-17-2663 令和３年８月27日 ○ ○

 15 急傾斜地の崩壊 音更町十勝川温泉 音更十勝川温泉２ Ⅱ-8-21-2028 令和３年８月27日 ○ ○

 16 急傾斜地の崩壊 音更町十勝川温泉 音更十勝川温泉３ Ⅱ-8-22-2029 令和３年８月27日 ○ ○

 17 急傾斜地の崩壊 音更町住吉台，大通12丁目 音更大通12丁目 Ⅱ-8-9-2016 令和３年８月27日 ○ ○

 18 急傾斜地の崩壊
音更町大通北１丁目， 
大通１丁目，柏寿台 音更大通１丁目１ Ⅱ-8-6-2013 令和３年８月27日 ○ ○

 19 急傾斜地の崩壊 音更町大通１丁目，柏寿台 音更大通１丁目２ Ⅱ-8-7-2014 令和３年８月27日 ○ ○

 20 急傾斜地の崩壊 音更町桜が丘，大通り４・５丁目 音更大通５丁目 Ⅱ-8-8-2015 令和３年８月27日 ○ ○

 21 急傾斜地の崩壊 音更町大通北１丁目 音更大通北１丁目 Ⅱ-8-5-2012 令和３年８月27日 ○ ○

 22 急傾斜地の崩壊 音更町桜が丘 音更桜が丘 Ⅰ-8-6-2652 令和３年８月27日 ○ ○

 23 急傾斜地の崩壊 音更町長流枝 音更長流枝 Ⅰ-8-18-2664 令和３年８月27日 ○ ○

 24 土石流 音更町十勝川温泉 香田の沢川 Ⅱ-81-0630 令和３年８月27日 ○ ○

 25 土石流 音更町長流枝，長流枝幹線 高山の沢川 Ⅱ-81-0570 令和３年８月27日 ○ ○

 26 土石流 音更町長流枝，長流枝幹線 高山二の沢川 Ⅲ-81-023 令和３年８月27日 ○ ○

 27 土石流 音更町長流枝 オグリザワ川 Ⅱ-81-0580 令和３年８月27日 ○ -

 28 土石流 音更町長流枝 ゴルフ場沢川 Ⅱ-81-0590 令和３年８月27日 ○ ○

 29 急傾斜地の崩壊
音更町南鈴蘭北１丁目， 
木野西通８丁目 音更南鈴蘭北１丁目 Ⅲ-8-2-703 令和元年10月11日 ○ ○

 30 急傾斜地の崩壊
音更町南鈴蘭北１・２丁目， 
木野西通８丁目，中鈴蘭南１丁目 音更南鈴蘭北２丁目 Ⅱ-8-14-2021 令和元年10月11日 ○ ○

 31 急傾斜地の崩壊 音更町南鈴蘭南１丁目 音更南鈴蘭南１丁目 Ⅱ-8-15-2022 令和元年10月11日 ○ ○

 32 急傾斜地の崩壊 音更町宝来北１条６・７丁目 音更宝来北１条６丁目２ Ⅱ-8-19-2026 令和元年10月11日 ○ ○

 33 急傾斜地の崩壊 音更町宝来北１条６丁目 音更宝来北１条６丁目３ Ⅱ-8-20-2027 令和元年10月11日 ○ ○

 34 急傾斜地の崩壊
音更町宝来北１条６・７丁目， 
北２条６丁目 音更宝来北１条６丁目４ Ⅲ-8-5-706 令和元年10月11日 ○ ○

 35 急傾斜地の崩壊
音更町宝来北２条６丁目， 
北３条６丁目 音更宝来北２条６丁目 Ⅲ-8-4-705 令和元年10月11日 ○ ○

 36 急傾斜地の崩壊 音更町宝来本通６丁目 音更宝来本通６丁目２ Ⅲ-8-6-707 令和元年10月11日 ○ ○

 37 急傾斜地の崩壊
音更町十勝川河川敷地 
（木野公園下町地先） 音更木野公園下町１ Ⅰ-8-13-2659 令和元年10月11日 ○ ○

 38 急傾斜地の崩壊 音更町木野公園下町 音更木野公園下町２ Ⅰ-8-14-2660 令和元年10月11日 ○ ○

 
39 急傾斜地の崩壊

音更町木野公園下町， 
鈴蘭公園，十勝川河川敷地 
（木野公園下町地先）

音更木野公園下町３ Ⅲ-8-1-702 令和元年10月11日 ○ ○

 40 急傾斜地の崩壊 音更町木野新町 音更木野新町 Ⅱ-8-13-2020 令和元年10月11日 ○ ○

 41 急傾斜地の崩壊
音更町木野大通西３・４丁目， 
鈴蘭公園，木野西通４・５丁目 音更木野西４ Ⅰ-8-11-2657 令和元年10月11日 ○ ○

 42 急傾斜地の崩壊 音更町木野西通11丁目 音更木野西通11丁目 Ⅰ-8-8-2654 令和元年10月11日 ○ ○

 43 急傾斜地の崩壊
音更町木野西通12丁目， 
共栄台東12丁目 音更木野西通12丁目 Ⅱ-8-10-2017 令和元年10月11日 ○ ○

 44 急傾斜地の崩壊 音更町木野西通５丁目 音更木野西通５丁目１ Ⅰ-8-10-2656 令和元年10月11日 ○ ○

 45 急傾斜地の崩壊 音更町木野西通５丁目 音更木野西通５丁目２ Ⅱ-8-12-2019 令和元年10月11日 ○ ○

 46 急傾斜地の崩壊
音更町木野西通６丁目， 
南鈴蘭南１丁目 音更木野西通６丁目 Ⅱ-8-11-2018 令和元年10月11日 ○ ○
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番号 現象名 所在地 区域の名称 区域番号 指定月日
警戒
区域

特別
警戒
区域

 47 急傾斜地の崩壊
音更町木野西通７丁目， 
南鈴蘭北１丁目・南１丁目 音更神田 Ⅰ-8-9-2655 令和元年10月11日 ○ -

 48 急傾斜地の崩壊 音更町共栄台東10丁目 音更共栄台東10丁目 Ⅰ-8-12-2658 平成30年６月29日 ○ ○

 49 急傾斜地の崩壊 音更町宝来北１条６丁目 音更宝来北１条６丁目１ Ⅰ-8-15-2661 平成28年５月６日 ○ ○

 50 急傾斜地の崩壊 音更町宝来南２条６丁目 音更宝来南２条６丁目 Ⅲ-8-7-708 平成28年５月６日 ○ ○

 51 急傾斜地の崩壊 音更町宝来本通６丁目 音更宝来本通６丁目１ Ⅰ-8-16-2662 平成28年５月６日 ○ ○
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資料編４－５：重要水防箇所評定基準 

 

 

 

 種別

 Ａ　水防上最も重要な区間 Ｂ　水防上重要な区間 要注意区間

 堤防高

 計画高水流量規模の洪水の水位（高潮
区間の堤防にあって計画高潮位）が現
況の堤防高を越える箇所

計画高水流量規模の洪水の水位（高
潮区間の堤防にあって計画高潮位）
が現況の堤防高との差が堤防の計
画余裕高に満たない箇所

 堤防断面

 現況の堤防断面あるいは天端幅が、計
画の堤防断面あるいは計画の天端幅の
1/2未満の箇所

現況の堤防断面あるいは天端幅が、
計画の堤防断面あるいは計画の天
端幅に対して不足しているが、それ
ぞれ1/2以上確保されている箇所

 法崩れ・すべり（堤体強度）

 法崩れ又はすべりの実績があるが、そ
の対策が未施工の箇所

法崩れ又はすべりの実績があるが、
その対策が暫定施工の箇所 
法崩れ又はすべりの実績はないが
堤体あるいは基礎地盤の土質、法勾
配等からみて法崩れ又はすべりが
発生するおそれのある箇所で、所要
の対策が未施工の箇所

 漏水

 漏水の履歴があるが、その対策が未施
工の箇所

漏水の履歴があり、その対策が暫定
施工の箇所 
漏水の履歴がないが、破堤跡又は旧
川跡の堤防であること、あるいは基
礎地盤及び堤体の土質等からみて、
漏水が発生するおそれがある箇所
で、所要の対策が未施工の箇所

 水衝・洗掘

 水衝部にある堤防の前面の河床が深掘
れしているがその対策が未施工の箇所 
橋台取付け部やその他の工作物の突出
箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ
一部破損しているが、その対策が未施
工の箇所 
波浪による河岸の決壊等の危険に瀕し
た実績があるがその対策が未施工の箇
所

水衝部にある堤防の前面の河床が
深掘れにならない程度に洗掘され
ているが、その対策が未施工の箇所

 工事施工

 出水期間中に堤防を開削する工事
箇所又は仮締切り等により本堤に
影響を及ぼす箇所

 工作物

 河川管理施設等応急対策基準の基づく
改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他
の工作物の設置されている箇所 
橋梁その他の河川横断工作物の桁下高
等が計画高水流量規模の洪水の水位
（高潮区間の堤防にあっては計画高潮
位）以下となる箇所

橋梁その他の河川横断工作物の桁
下高等と計画高水流量規模の洪水
の水位（高潮区間の堤防にあっては
計画高潮位）との差が堤防計画余裕
高に満たない箇所

 新堤防・破堤跡

 新堤防で築造後３年以内の箇所 
破堤跡又は旧川跡の箇所

 陸閘

 陸閘が設置されている箇所


