
本日の内容

1. 水害・土砂災害の状況

2. 施設のリスク確認

3. 安全な避難の検討

4. 大雨時の情報収集

5. （発生後の対応を検討）
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避難確保計画とは

体制確立の判断時期 活動内容

注意体制 以下のいずれかに該当する場合
・洪水注意報発表
・〇〇川氾濫注意情報発表

・洪水予報等の情報収集

警戒体制 以下のいずれかに該当する場合

・避難準備、高齢者等避難開始の
発令
・洪水警報発表
・〇〇川氾濫警戒情報発表

・洪水予報等の情報収集
・使用する資器材の準備
・保護者への事前連絡
・周辺住民への事前協力依頼
・要配慮者の避難

非常体制 以下のいずれかに該当する場合

・避難勧告又は避難指示（緊急）の
発令
・〇〇川氾濫危険情報発表

・施設職員の避難

避難確保計画とは、水防法に基づき、利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な
避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画です

≪防災体制の記載例≫
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避難確保計画作成の手引き

避難確保計画に定めるべき事項

一 洪水時等の防災体制
二 利用者の洪水時等の避難の誘導
三 洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備
四 洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施
五 自衛水防組織を置く場合、次の事項
イ 自衛水防組織が行う業務に係る活動要領
ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練
ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項
六 その他の事項

非常災害対策計画や消防計画等、災害に対
処するための具体的な計画を定めている場
合は、既存の計画に「洪水時等の避難確保
計画」の項目を追加することでも良い。

国土交通省では、要配慮者利用施設における洪水時の避難確保計画の作成の参
考とするため、避難確保計画作成の手引きをホームページで提供しています
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http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/hinankakuho_tebiki_suibou201701.pdf
https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/higoro/fuusui/documents/youhairyosya_hinankakuho_tebiki.pdf



【水防法第15条の3第2項】 【土砂災害防止法第8条の2第2項】
要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、以下の義務を負う
・避難確保計画を作成した場合、その市町村への報告
・自衛水防組織を設置した場合、構成員等の市町村への報告

【水防法第15条の3第1項ほか】【土砂災害防止法第8条の2第1項ほか】
要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、以下の努力義務を負う
・避難確保計画の作成 （法改正予定）
・訓練の実施

・自衛水防組織の設置

【水防法第15条第2項】【土砂災害防止法第8条第2項】
市町村は、市町村地域防災計画に定められた要配慮者利用施設への洪水予
報（土砂災害の警戒情報）等の伝達方法を定める

避難確保計画の法律上の位置付け（予定）
【水防法第１５条第1項第4号ロ】【土砂災害防止法第8条第1項第4号】
浸水想定区域（土砂災害警戒区域）内にある要配慮者利用施設で、利用者の洪
水時等（がけ崩れ等の発生するおそれのある場合）の円滑かつ迅速な避難の確
保を図る必要があると認められるもの
→市町村地域防災計画への名称、所在地の記載

市町村が、避難確保
を図るべき要配慮者
利用施設を指定

市町村に河川情報・
土砂災害に関する
情報の伝達義務

施設に避難確保計
画等の作成に係る
努力義務

施設に作成した計画
及び自衛水防組織
の構成員等の報告
義務
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38
◆ 安全な避難の検討フロー

施設の立地場所・利用者の居住範囲・最寄りの避難所には、

それぞれどのような危険（リスク）があるのか確認しましょう。

施設はどんな建物（構造）で、どんな設備がありますか
また、利用者・職員の人数、状況（状態）を整理しましょう。

施設は垂直避難か、水平避難か
また、避難体制・避難方法などを整理しましょう。

発生後の対応

非常災害対策計画や消防計画、避難確保計画等の作成へ

災害に備えた準備



39

リスクの確認

行政からの指示だけを待つことは危険！
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これまでの
浸水実績も
確認して
下さい！



電源設備は、浸水しませんか？
避難する際に必要な設備、機器は動きますか？
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入所者の状態
によっては、
０．５ｍでも危険

特に早期避難を心掛ける！

早期避難が基本ですが、逃げ遅れた場合も想定しておく！
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日頃から、行政や地域との連携を！
いざという時に助け合う関係に！
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本日の内容

1. 水害・土砂災害の状況

2. 施設のリスク確認

3. 安全な避難の検討

4. 大雨時の情報収集

5. （発生後の対応を検討）
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○ 滋賀県が提供する水害・土砂災害に関する警戒情報

滋賀県土木防災情報システム

http://shiga-bousai.jp/
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○河川水位の避難に関する情報

▼④氾濫危険水位

▼③避難判断水位

▼②氾濫注意水位

▼①水防団待機水位

堤防

用語説明

県では日野川のような大きな河川について、避難の基準
となる水位を設定しています。
（南部圏域では日野川、草津川において設定）

この水位をもとに、市町は避難勧告等を発令します。

①水防団（消防団）が待機

②水防団（消防団）が出動

③避難準備
・高齢者等避難開始

④避難勧告、避難指示（緊急）

要配慮者は早期避難が基本！
③避難判断水位から避難開始！

49

30分以上～
（はんらんきけんすいい）

（ひなんはんだんすいい）

（はんらんちゅういすいい）

（すいぼうだんたいきすいい）

氾濫するまでの
余裕を考慮して
います



○河川水位の避難に関する情報
避難の基準水位は複数の観測所で設定されています。

水位の名称
発表される避難
情報（目安）

日野川 草津川

桐原橋 安吉橋 西矢倉

氾濫危険水位
避難勧告
避難指示（緊急）

5.10 4.10 4.30

避難判断水位
避難準備
・高齢者等避難開始

3.80 3.40 3.40

氾濫注意水位 消防団が出動 3.00 2.70 3.10

水防団待機水位 消防団が待機 1.80 1.80 2.30

避難判断水位から氾濫するまでの想定時間 2.8時間 2時間 4.5時間

安吉橋
桐原橋

西矢倉



○河川水位の避難に関する情報
日野川には基準となる水位観測所が2つあります。

日野川浸水想定区域図
100年に1度の雨

桐原橋

安吉橋

安吉橋

桐原橋

※河川カメラの映像をリアルタイムで提供しています。

○パソコン用 URL：http://c.shiga-bousai.jp/shigapref/pc/

○携帯電話用URL：http://c.shiga-bousai.jp/shigapref/m/
（携帯電話では、データ通信料が発生します。）

琵琶湖



○河川水位の避難に関する情報
草津川には基準となる水位観測所が1つあります。

草津川浸水想定区域図
100年に1度の雨

西矢倉

※河川カメラの映像をリアルタイムで提供しています。

○パソコン用 URL：http://c.shiga-bousai.jp/shigapref/pc/

○携帯電話用URL：http://c.shiga-bousai.jp/shigapref/m/
（携帯電話では、データ通信料が発生します。）

馬場橋
（草津市岡本町）

西矢倉

琵琶湖



ＮＨＫテレビで河川水位が
わかります
NHKのデータ放送で河川水位情報を提供しています。

地デジ対応テレビでリモコンの「ｄボタン」を押してください。

dボタン
を押します

53

地域設定すれば、



携帯・パソコンで、雨量・水位が
わかります
インターネットを通じてパソコンで見られます。

http://shiga-bousai.jp/mobile （携帯）

http://shiga-bousai.jp/ （パソコン）

注意報・警報は出ているか？

→気象情報

どれくらい雨が降っているか？

→雨量観測情報、レーダー雨量

河川の水位はどうか？

→水位観測情報

洪水の危険は？

→洪水予報・水位周知、水防警報

土砂災害の危険は？

→土砂災害警戒情報

検索滋賀県土木防災情報システム

「雨量観測情報」
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滋賀県河川防災カメラ
平成25年より提供開始

インターネットで過去1週間の画像を閲覧可能

カメラは順次増設中

○パソコン用

URL：http://c.shiga-bousai.jp/shigapref/pc/
○携帯電話用

URL：http://c.shiga-bousai.jp/shigapref/m/
（携帯電話では、データ通信料が発生します。）
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○ しらしがメール（しらせる滋賀情報サービス）の活用

・防災・防犯等に関する各種情報を配信

・事前に登録していただくと、

携帯やスマホ、パソコンに

お知らせメールを配信します

（通信料は利用者負担です）

１．避難情報（避難勧告等発令時）

２．河川水位情報（一定基準値超過時）

３．雨量情報（一定基準値超過時）

４．土砂災害警戒情報（発表・解除時）

５．けいたくん防犯・交通安全情報

６．食費衛生情報

７．光化学スモッグ注意報

８．お知らせ

９．気象情報（警報・注意報の発表・解除）

10．地震情報（県内震度等）

＜配信内容＞
（地域と種別を選択できます）
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○ 土砂災害警戒情報と危険度メッシュ情報の活用
降雨の状況により
土砂災害の発生する危険度が高まったとき、
県と彦根地方気象台が共同で
「土砂災害警戒情報 」を発表（市町単位）

・市町の避難勧告等発令判断基準
・警戒区域等にお住まいの方の自主避難の目安

雨の降り方は局地的

これだけでは、どこが本当に危ない
状態かわからない。
テレビを見ていないと気付かない。

57



土砂災害警戒情報 彦根地方気象台・滋賀県（砂防課）
共同発表

【発表日時】
平成26年08月10日 12:40

【警戒対象地域（発表）】
多賀町、長浜市、米原市、高島市、大津北部、大津南部
東近江市、日野町、甲賀市
【警戒文】
＜概況＞

降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険
度が高まっています。
＜とるべき措置＞

崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの
方は、早めの避難を心がけるとともに、市町から発表され
る避難勧告などの情報に注意してください。また、下記リ
ンクからお住まいのエリアの危険度情報を確認してくださ
い。

【詳細情報】
滋賀県土木防災情報システム 土砂災害降雨危険度

http://shiga-
bousai.jp/dosya/mesh/SoilWarningMesh.php

ここをタップすると

配信登録をすると、「土砂災害警戒情報」が発表されたとき

こんなメールが届きます

土砂災害降雨危険度

▼土砂災害降雨危険度（全県）

H26年08月10日 12時40分現在

滋賀県土木防災情報システムの
土砂災害降雨危険度（ﾒｯｼｭ情報）
のサイトにリンク

○ しらしがメール（しらせる滋賀情報サービス）の活用 58



○ 滋賀県が提供する水害・土砂災害に関する警戒情報

滋賀県土木防災情報システム

http://shiga-bousai.jp/
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○ 土砂災害降雨危険度：県 （土砂災害警戒判定メッシュ情報：気象庁） 60

気象庁の解析雨量等を用い、これまでに降った雨と2時間
先までの降雨予測に基づいて、
リアルタイムの土砂災害発生の危険度を色分け表示

画像のクリックで詳細版画面

に切り替わって各地の状況

が確認できます。



○ 土砂災害降雨危険度：県 （土砂災害警戒判定メッシュ情報：気象庁）

大雨時に、施設周辺の危険度を確認できます。

61

市役所でも同様の情報を監視して、避難勧告等の発令を判断

インターネット版においても 1㎞メッシュで提供開始



○ 平成２５年台風１８号時の土砂災害降雨危険度

9/15 21:20
甲賀市・湖南市に
土砂災害警戒情報発表

9/16 05:05
滋賀県・京都府・福井県
に大雨特別警報発表

9/15 21:00
甲賀市・湖南市で
警戒基準超過

9/16 00:00
この頃栗東市下砥山で
崖崩れが同時多発

9/16 00:20

9/16 00:30
草津市で
警戒基準超過

この後、降雨は終息し
たが、お昼過ぎまで、

土砂災害発生の恐れ大
が継続

土砂災害

降雨危険
度
（土砂災害警戒
判定ﾒｯｼｭ情報）

10分毎に更新

土砂災害
警戒情報

発表時刻毎に更新

62

9/16 07:00頃
滋賀県下一帯で警戒基
準超過 多数災害発生

9/16 00:40
草津市に
土砂災害警戒情報発表



土砂災害警戒情報等

■滋賀県土木防災情報システム http://shiga-bousai.jp/index.php

統括情報（注意報・警報・特別警報等発表状況、雨量・水位・土砂災害基準値超過状況）

■気象庁HP
・土砂災害警戒情報 http://www.jma.go.jp/jp/dosha/
・土砂災害警戒判定メッシュ情報 http://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/

土砂災害警戒区域に関する情報

■滋賀県砂防課HP http://www.pref.shiga.lg.jp/h/sabo/

土砂災害に関する連絡・相談先

■滋賀県砂防課 TEL 077-528-4192 FAX 077-528-4097 Mail ha07@pref.shiga.lg.jp

○ 水害・土砂災害に関する各種情報の入手先 63

■気象庁HP
・レーダー雨量 http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
・アメダス雨量 http://www.jma.go.jp/jp/amedas/000.html?elementCode=0

気象情報

水害・土砂災害に関する情報

■滋賀県防災情報マップ http://shiga-bousai.jp/dmap/top/index



滋賀県土木交通部

流域政策局
流域治水政策室
Tel: 077-528-4291 

E-mail: ryuiki@pref.shiga.lg.jp
砂防課

Tel: 077-528-4192
E-mail:ha07@pref.shiga.lg.jp

64

流域治水政策室公認キャラクター

お気軽にご相談ください！


