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第４編 高潮災害 
 

１ 避難勧告等の対象とする高潮災害 

 ＜対象（立ち退き避難が必要な災害事象）＞ 

 ① 高潮時の越波や浸水により、家屋の流失をもたらす浸水が予想される場合 

 ② 浸水深が深く、平屋の建物で床上まで浸水するか、２階建て以上の建物で浸水の深さが最上階の

床の高さを上回ることにより、屋内での安全確保措置では身体に危険が及ぶ可能性のある場合 

 ③ 地下・半地下に氾濫した水が流入することが予想される場合 

 ④ ゼロメートル地帯のように浸水が長期間継続することが予想される場合 

 

２ 避難勧告等の対象とする高潮災害の危険性がある区域 

 ・高潮浸水想定区域で浸水が想定される区域 

・平成１８年に北海道が公表した三陸沖北部を震源とした地震による津波に対する浸水想定区域 

・過去の越波・越流等で被害が発生した区域 

  

   鷲別町 栄町 大和町 幌別町 幸町 富浦町 登別港町 

 

３ 避難勧告等を判断する情報 

項目 提供元 説明 主な提供システム・サイト 
台風情報 気象庁  台風が発生したときに発表される。台風の位

置や中心気圧等の実況及び予想が記載されてい

る。台風が日本に近づくに伴い、より詳細な情

報をより更新頻度を上げて提供される。 

≪気象庁ＨＰ≫ 

 http://www.jma.go.jp/jma/ 

≪防災情報提供システム≫ 

 https://bosai.jmainfo.go.jp/ 

（ID/PW必要） 

府県気象情報 気象庁  警報等に先立って警戒・注意を呼びかけたり、

警報等の発表中に現象の経過、予想、防災上の

留意点等を解説したりするために、管区気象台

及び各地方気象台で適時発表される。 

≪気象庁ＨＰ≫ 

≪防災情報提供システム≫ 

暴風警報 気象庁 暴風により、重大な災害が起こるおそれがある

場合に発表される。 

≪北海道防災情報システム≫ 

 http://www.bousai-hokkaido.jp/ 

≪気象庁ＨＰ≫ 

≪防災情報提供システム≫ 

暴風特別警報 気象庁 暴風により、重大な災害が起こるおそれが著し

く大きい場合に発表される。 

≪北海道防災情報システム≫ 

≪気象庁ＨＰ≫ 

≪防災情報提供システム≫ 

波浪警報 気象庁 高波により、重大な災害が起こるおそれがある

場合に発表される。 

≪北海道防災情報システム≫ 

≪気象庁ＨＰ≫ 

≪防災情報提供システム≫ 

高潮注意報 気象庁  高潮に対する注意を呼びかける。また、潮位

が警報基準に達すると予想される場合には、達

する6～12時間前に予想最高潮位及びその予想

時刻を明示して、高潮警報に切り替える可能性

に言及する高潮注意報が発表される。 

≪気象庁ＨＰ≫ 

≪防災情報提供システム≫ 

≪北海道防災情報システム≫ 

 

高潮警報 気象庁  高潮により重大な災害が起こるおそれがある

場合に発表される。 

≪北海道防災情報システム≫ 

≪気象庁ＨＰ≫ 

≪防災情報提供システム≫ 

高潮特別警報 気象庁  予想される現象が特に異常であるため、重大

な高潮災害の発生するおそれが著しく大きい場

合に発表される。 

≪北海道防災情報システム≫ 

≪気象庁ＨＰ≫ 

≪防災情報提供システム≫ 
潮位観測情報 気象庁  ３日間（昨日・今日・明日）又は１日毎の実

測潮位及び予測潮位（実際の潮位、天文潮位、

潮位偏差）を速報的に表示。 

≪気象庁ＨＰ≫ 

≪防災情報提供システム≫ 

≪防災情報提供センター(国土交通省)≫ 
http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/ 
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４ 避難勧告等により立ち退き避難が必要な住民等に求める行動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 立ち退き避難が必要な住民等に求める行動 

避難準備・高齢

者等避難開始 

・要配慮者は、立ち退き避難する。 

・立ち退き避難の準備を整えるとともに、以後の防災気象情報等に注意を払い、

自発的に避難を開始することが望ましい（避難準備・高齢者等避難開始の段

階から主要な指定緊急避難場所等が開設され始める。） 

避難勧告 ・高潮災害に対応した指定緊急避難場所等へ立ち退き避難する。 

・指定緊急避難場所等への立ち退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねない

と自ら判断する場合には、緊急的な待避場所」への避難や、少しでも命が助

かる可能性の高い避難行動として、屋内での安全確保措置をとる。 

避難指示 

（緊急） 

・避難の準備や判断の遅れ等により、立ち退き避難を躊躇していた場合は、直

ちに立ち退き避難する。 

・指定緊急避難場所等への立ち退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねない

と自ら判断する場合には、緊急的な待避場所への避難や、屋内での安全確保

措置を直ちにとる。 
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５ 避難勧告等の発令の判断基準 

 避難勧告等の発令の判断基準は次のとおりとする。 

  ※高潮警報、高潮特別警報が発表された場合、河川の水位に留意する。 

 

６ 避難勧告等の解除の判断基準 

・越波、越流の危険性が低下した段階   

   ・当該地域の高潮警報が解除された段階 

   ・浸水被害が発生した場合においては、住宅地等での浸水が解消した段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 
基準 

（次のいずれかに該当した場合に発令する） 

避難準備・高齢

者等避難開始 

①高潮注意報が発表されており、警報に切り替える可能性が言及され、かつ、各種 

気象情報等において波浪等の影響により被害が想定される場合 

②高潮注意報が発表されており、台風情報で、台風の暴風域がかかると予想されて 

いる、又は台風が接近することが見込まれる場合 

③越波、越流が発生、又は発生するおそれがある場合 

避難勧告 ①高潮警報又は高潮特別警報が発表された場合 

②高潮注意報が発表され、夜間～翌日早朝までに警報に切り替える可能性が言及さ

れる場合（実際に警報基準の潮位に達すると予想される時間帯については、気象

警報等に含まれる注意警戒期間及び防災情報提供システムの潮位観測情報を参

考） 

③高潮注意報が発表されており、当該注意報が警報に切り替える可能性が言及さ

れ、かつ、暴風警報又は暴風特別警報が発表された場合（暴風により避難が困難

となる前に発令する） 

 ※暴風雪警報又は暴風雪特別警報の場合は、屋内での安全確保措置をとる。 

④「中心気圧が930hPa以下又は最大風速が50m/s以上」級の台風や同程度の温帯低

気圧が接近、又は上陸の24時間程度前から特別警報発表の可能性がある旨、府県

気象情報等により周知された場合 

⑤越波、越流が発生し、又は発生するおそれがあり、床下浸水等の被害が予想され

る場合 

避難指示 

（緊急） 

①高潮警報又は高潮特別警報が発表され、かつ、波浪警報が発表された場合 

②海岸堤防等が倒壊した場合 

③水門、陸閘の異常（水門、陸閘を閉めなければいけない状況で、閉まらない場合

等）が確認された場合 

④異常な越波、越流が発生し、又は発生するおそれがあり、人的被害が予想される

場合 
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７ 助言を求めることができる機関 

機関名（連絡先） 助言を求めることができる事項 

室蘭地方気象台（ホットライン） ・気象、水象に関すること。 

室蘭開発建設部 

・防災対策官   

・道路整備保全課 

・築港課     

・災害対策用機材等の支援に関すること。 

・直轄施設の被害情報に関すること。 

胆振総合振興局室蘭建設管理部 

・治水課     

・維持管理課   

・登別出張所   

・災害対策用機材等の支援に関すること。 

・直轄施設の被害情報に関すること。 

胆振総合振興局地域創生部 

地域政策課    

・災害情報及び被害情報に関すること。 

・避難対策に関すること。 

 

８ 避難勧告等の伝達方法 

避難勧告等の伝達先・伝達方法は次のとおりとする。 

  なお、情報の伝達は、災害の状況等に応じた最善の方法により行うものとする。 

伝達先 伝達手段 

視聴者 北海道防災情報システムへの入力 
（災害情報共有システム（Ｌアラート）経由で

マスメディアへ情報提供） 

ＴＶ放送 

聴取者 ラジオ放送 

市内に滞在する携帯電話保持者 

(docomo,au,softbank) 

緊急速報メール 

住民等 防災行政無線（同報系） 

ＰＣユーザー等 ホームページ 

事前登録者 登録制メール 

胆振総合振興局 

室蘭開発建設部 

室蘭地方気象台 

室蘭警察署 

陸上自衛隊第71戦車連隊 

陸上自衛隊幌別駐屯地司令 

連合町内会 

電話等 

住民等（巡回ルート） 広報車 

ＰＣユーザー等 ホームページ、ＳＮＳ 

住民等（巡回ルート） 消防車 

消防団 電話等 

要配慮者利用施設 電話等 
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９ 避難勧告等の伝達文 

 

 (1)避難準備・高齢者等避難開始 

・防災行政無線、広報車等 

■こちらは、登別市（災害対策部）です。 

■避難準備・高齢者等避難開始が発令されました。 

■高潮による浸水のおそれがあるため、避難の準備をしてください。 

■不安な方、避難に時間のかかる方は、避難してください。 

  

   ・緊急速報メール（北海道防災情報システム等） 

件名：避難準備・高齢者避難開始の発令            

本文： こちらは、登別市（災害対策部）です。 

高潮による浸水の可能性があるため、次の地域の方は避難の準備をしてくださ

い。（台風の場合：台風●号による暴風・越波の可能性があるため） 

また、不安な方、避難に時間のかかる方は、避難してください。 

【対象地域】○○町、●●町、・・・ 

【避 難 所】●●小学校、●●会館 

【備  考】○○道路は通行できません 

詳細はテレビ・ラジオ等でご確認ください        

 

 (2)避難勧告 

  ・防災行政無線、広報車等 

■こちらは、登別市（災害対策本部）です。 

■避難勧告が発令されました。 

■高潮による浸水の危険性があるため、避難してください。 

■避難が危険な場合は、屋内の高いところに避難してください。 

 

  ・緊急速報メール（北海道防災情報システム等） 

件名：避難勧告の発令 

本文： こちらは、登別市（災害対策本部）です。 

高潮による浸水の可能性が高いため、次の地域の方は避難してください。 

（台風の場合：台風●号による暴風・越波の可能性が高いため） 

避難が危険な場合は、２階へ避難するなどの屋内での安全確保を行ってくださ

い。 

【対象地域】○○町、●●町、・・・ 

【避 難 所】●●小学校、●●会館 

【備  考】○○道路は高潮のため通行できません 

詳細はテレビ・ラジオ等でご確認ください      
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 (3)避難指示(緊急) 

・防災行政無線、広報車等 

■緊急放送、緊急放送、避難指示発令。 

■こちらは、登別市（災害対策本部）です。 

■高潮による浸水の危険性が高いため、直ちに避難してください。 

■避難が危険な場合は、屋内の高いところへ直ちに避難してください。 

 

・緊急速報メール（北海道防災情報システム等） 

件名：避難指示(緊急)の発令 

本文： こちらは、登別市（災害対策本部）です。 

高潮による浸水の危険性が高いため、次の地域の方は直ちに避難してください。 

（台風の場合：台風●号による暴風・越波の危険性が高いため） 

避難が危険な場合は、２階へ避難するなどの屋内での安全確保を直ちに行ってく

ださい。 

【対象地域】○○町、●●町、・・・ 

【避 難 所】●●小学校、●●会館 

【備  考】○○道路は高潮のため通行できません 

詳細はテレビ・ラジオ等でご確認ください       
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10 避難勧告等判断フロー図（高潮災害）  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

「避難準備・高齢者等避難開始」発令    （必要に応じ範囲の拡大を検討） 

警報へ切り替える可能性があり 

波浪等で被害が予想される 

浸水想定区域内に、避難させるべき家屋又は施設があるか 

YES 

引き続き監視・情報収集 

YES 

海岸堤防の倒壊 

引き続き監視・情報収集 

「避難勧告」発令    （必要に応じ範囲の拡大を検討） 

「避難指示(緊急)」発令    （必要に応じ範囲の拡大を検討） 

 判断 

越波・越流の発生 

又は、発生のおそれ 

一定時間経過 

NO 

一定時間経過 

一定時間経過 

NO 

 

NO 

一定時間経過 

浸水想定区域内に、避難させるべき家屋又は施設があるか 

 

YES YES 

 判断 

 判断 

「高潮注意報」発表 

 

発生した台風の暴風域に入

る、又は、接近する予報 

「中心気圧 930hPa 以下ま

たは最大風速 50ｋｍ/ｓ以

上」の台風や温帯低気圧が

接近する 

越波・越流の発生 

（床下浸水等のおそれ） 

異常な越波・越流 

（人的被害の恐れ） 

・高潮警報・高潮特別警報の発表 

又は、夜間に警報等へ切り替え

る可能性がある 

・暴風警報、暴風特別警報の発表 

YES 

台風発生 

 

潮位が高潮警報基準値に到

達、かつ、波浪警報が発表さ

れ、被害の発生が予想される 

引き続き監視・情報収集 

NO 

一定時間経過 

水門・陸閘の異常 

YES 

YES 


