
第５回庄内川・木曽川圏域
水防災協議会

愛知県建設局河川課

令和元年５月30日（木）



庄内川・木曽川圏域 水防災協議会

規約の改正（案）について
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○愛知県の組織改編に伴う協議会と幹事会の
構成機関と役職の変更について

庄内川・木曽川圏域 水防災協議会の規約の改正（案）について



庄内川・木曽川圏域 水防災協議会

取組方針（案）について
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【変更前】 【変更後】

１）円滑かつ迅速な避難のための取組
①情報伝達、避難計画等に関する事項の「水害危険性の周知促進」の変更

現在の取組状況

・洪水予報河川や水位周知河川

以外の河川の内、３８河川におい
て、浸水予想図を作成し、情報提
供を行っている。

また、新川・日光川については、
河川氾濫シミュレーションの結果
を情報提供している。

今後の取組方針

・水位周知河川及び水害危険性
を周知する河川の選定・検討を行
う。

現在の取組状況

・洪水予報河川や水位周知河川
以外の河川の内、３８河川におい
て、計画規模の浸水予想図を作
成し、情報提供を行っている。

また、新川・日光川については、
河川氾濫シミュレーションの結果
を情報提供している。

今後の取組方針

・水位周知河川及び水害危険性
を周知する河川の選定・検討を行
うとともに、想定最大規模の降雨
による浸水予想図を作成する。

庄内川・木曽川圏域水防災協議会取組方針（案）について



○洪水により重大又は相当な損害を生じる恐れがある河川を、

洪水予報河川、水位周知河川 （愛知県で２８河川が指定）

洪水防御に関する計画の基本と
なる降雨を前提
とした洪水に係る浸水想定区域図

想定し得る最大規模の降雨を前提
とした洪水に係る浸水想定区域図

従来の洪水浸水想定区域図 新たな洪水浸水想定区域図

「水防法（一部改正）」（H27.5）により、洪水浸水想定対象降雨の見直し
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○庄内川・木曽川圏域は、洪水予報河川として、３河川（新川、天白川、日光川）
水位周知河川として、１２河川（矢田川、香流川、大山川、五条川、青木川、八田川、内津川、
扇川、山崎川、福田川、蟹江川、領内川）

※洪水予報河川・水位周知河川については、当該河川が氾濫した場合に浸水が
想定される区域を洪水浸水想定区域として指定・公表する。

水防法に基づく対象河川

【見直し前】 【見直し後】

水防法に基づく想定最大規模の洪水に係る
浸水想定区域図等の作成と周知
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これまでの取組

○洪水予報河川、水位周知河川の他に、これまでに愛知県独自の取組とし
て、人口、資産等を踏まえ、地蔵川、郷瀬川、繁盛川など３８河川について、
計画規模の降雨による浸水予想図を公表している。

今回の変更点

○上記３８河川について、浸水予想図の対
象降雨を計画降雨（Ｌ１）から想定最大規
模降雨（Ｌ２）に見直しする。

○上記３８河川以外に、水害危険性を周知
する河川の選定・検討を行い、浸水予想
図を策定する河川を、想定最大規模降雨
（Ｌ２）を対象として、拡大する。

海
浸水想定区域図

浸水予想図

（水防法指定区間外、その他中小

河川）

水防法指定区間外、その
他中小河川
＝浸水予想図

③想定最大規模降雨への見直し及び
浸水予想図の対象河川拡大について



7合計 ７４河川

紫字（◎）：洪水予報河川
（３河川）

※計画降雨による洪水浸水想定区域図公表済

青字（○）：水位周知河川
（１２河川）

※計画降雨による洪水浸水想定区域図公表済

緑字（△）：浸水予想図公表河川
（３８河川）

※計画降雨による浸水予想図公表済

赤字（□）：浸水予想図追加河川
（９河川）

※令和元年度までに作成する河川

③想定最大規模降雨への見直し及び
浸水予想図の対象河川拡大について

【想定最大規模降雨への見直し】

【浸水予想図の追加】

水系名 水系名 水系名

矢田川 ○ 境川 △ 大高川※ △
守山川※ 半之木川 △ 瀬木川※ △
香流川 ○ 堀川※ 手越川※ △
隅除川※ 新堀川※ 藤川※ △
天神川 □ 八田川 ○ 植田川※ △
瀬戸川 □ 生地川 □ 繁盛川 △
新川 ◎ 地蔵川 △ 岩崎川 △
大山川 ○ 新地蔵川 △ (二)山崎川 山崎川※ ○

西行堂川 △ 内津川 ○ 日光川 ◎

池田川 △ 大谷川 □ 戸田川※ △
外堀川 △ 長戸川※ 宝川 △
薬師川 △ 野添川※ 善太川 △
新造川 △ 繁田川 □ 福田川 ○

新境川 △ 新繁田川 □ 蟹江川 ○

合瀬川 △ 水野川 □ 小切戸川 △
中江川 △  川 □ 目比川 △
新中江川 △ 鍋田川 三宅川 △
原川 △ 鍋田川東支川 領内川 ○

鴨田川 △ 郷瀬川 △ 新堀川 △
水場川 △ 新郷瀬川 △ 光堂川 △
五条川 ○ 大田川 野府川 △
青木川 ○ 渡内川 北古川 △
縁葉川 △ 中川 西條小切戸川 □
巾下川 △ 天白川 ◎ (二)筏川 筏川

矢戸川 △ 扇川※ ○

(一)庄内川

(一)木曽川

(一)庄内川

河川名 河川名 河川名

(二)日光川

(二)大田川

(二)天白川

(二)天白川

※名古屋市管理河川
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【変更前】 【変更後】

１）円滑かつ迅速な避難のための取組
①情報伝達、避難計画等に関する事項の「ＩＣＴを活用した洪水情報の提供」

現在の取組状況

・インターネット「愛知県川の防災情
報」により河川水位、潮位、雨量、カ
メラ画像等の情報を提供している。
・大雨、洪水などの防災情報を「登録
型防災情報メール」として配信して
いる。

今後の取組方針

・住民等に対し分かりやすい洪水情
報を提供していく。

ＩＣＴを活用した洪水情報の提供

現在の取組状況

・インターネット「愛知県川の防災情
報」により河川水位、潮位、雨量、カ
メラ画像等の情報を提供している。
・大雨、洪水などの防災情報を「登録
型防災情報メール」として配信して
いる。

今後の取組方針

・住民等に対し分かりやすい洪水情
報を提供していく。
・新川、日光川、天白川流域の対象
市町村には、指定河川洪水予報を
緊急速報メールで自動配信していく。



ＩＣＴを活用した洪水情報の提供

緊急速報メールに係わる配信先の追加。

○対象河川
・新川
・日光川
・天白川

【配信情報】

○配信情報
・氾濫発生情報
・氾濫危険情報
※国土交通省と同様
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配信情報 － － － ○ ○ － － －

○配信先市町村
・新川

名古屋市、清須市、北名古屋市
あま市、豊山町、蟹江町、大治

・日光川

一宮市、津島市、稲沢市、愛西市、
弥富市、あま市、蟹江町、飛島村

・天白川
名古屋市



出水期前の体制確認について
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（市町村の水防責任）
第三条 市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。た

だし、水防事務組合が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、こ
の限りでない。
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水防法 概要

（都道府県の水防責任）
第三条の六 都道府県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分
に行われるように確保すべき責任を有する。

水防の第一次責任は市町村等にあるが、水防の効果を発揮させるには、
都道府県が広い立場に立って水防活動の調整を行う必要がある。

「水防活動」は、現有治水機能を最大限に発揮させるものとして、河川改修と並ぶ

「車の両輪」として重要な使命を持っている。

【水防の重要性】

県及び市町村の水防責任（水防法）



○県水防本部組織図

県水防本部は、愛知県災害対策本部を構成する各部班のうち水防活動に特に
関係の深い部班で編成する常設機関。

総務係：対策方針案の策定、対策指示・調整
情報処理係：水防警報、洪水予報の通報管理等
情報収集係：水防テレメータの監視、

気象情報・河川情報の収集
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（建設局長）

（技監、治水防災対策監）

（河川課長）

愛知県の防災体制（水防本部の組織）



• 巡視対象河川の水位が「出動水位」又は「出動水位相当」に達したとき、
又は達したと予想されるとき

• 「高潮に関する水防警報（出動）」が発令されたとき
• 震度5弱以上の地震が発生したとき（時間外は自主的に巡視点検する）
• 津波の来襲があったとき
• 地震・豪雨等による被害が相当規模発生する恐れがあると所長が判断
したとき

・防災安全協定（災害協定等）の締結(H13～)
・土木研究会始め３団体と包括協定の締結
（H25.3.21）
・愛知県測量設計業協会始め３団体と協定の締結
（H23.3.25始め）

建設業者、測量設計業者との協働

防災安全協定（河川）に基づく巡視を行う基準（建設業者）

○建設業者等との防災安全協定
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愛知県の防災体制（防災安全協定）



○中部地方整備局・管内５県３政令市と災害時における包括協定
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中部地方整備局と連携した防災体制



水防計画・市町村地域防災計画の策定状況

水防管理団体名 水防計画の策定日
市町村地域防災計画

の策定日
備 考

名古屋市 平成30年6月 平成30年6月

春日井市 平成30年10月 平成30年10月

清須市 平成21年3月 平成31年3月

北名古屋市 平成31年2月 平成31年2月

豊山町 平成31年2月 平成31年2月

尾張水害予防組合※1 平成30年7月 平成30年8月～平成31年3月

海部地区水防事務組合※2 平成30年7月 平成31年2月～平成31年3月

東海市 平成31年1月 平成31年1月

瀬戸市 平成30年11月 非指定水防管理団体

小牧市 平成30年11月 非指定水防管理団体

尾張旭市 平成31年3月 非指定水防管理団体

日進市 平成31年2月 非指定水防管理団体

長久手市 平成31年3月 非指定水防管理団体

津島市※3 平成31年2月 非指定水防管理団体

愛西市※3 平成31年3月 非指定水防管理団体

弥富市※3 平成31年3月 非指定水防管理団体

あま市※3 平成31年3月 非指定水防管理団体

大治町※3 平成31年3月 非指定水防管理団体

蟹江町※3 平成31年2月 非指定水防管理団体

飛島村※3 平成31年3月 非指定水防管理団体

○庄内川・木曽川圏域内に２０団体

※1   対象地域 一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、 岩倉市、丹羽郡の全域
※2 対象地域 津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡の一、二級河川及び弥富、飛島海岸
※3 対象地域 海部地区水防事務組合の管轄区域を除く区域

出水期前の体制確認について
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水防資機材の保有状況確認

全河川

毎年、水防資機材の保有状況の確認を行い、県の水防計画書に掲載している。

表 水防資機材の保有状況（愛知県） 表 水防資機材の保有状況（水防管理団体）
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水防活動の主な取組状況



出水期対策危機管理研修

全河川

【研修の目的】

自治体の災害情報の収集及び応急災害対策の実施に資するため、愛知県

高度情報通信ネットワーク端末が提供する各防災関係情報システムの概要を

理解するとともに、その操作方法の習熟を図る。

【対象者】

市町村及び県関係機関防災担当職員

（令和元年５月１５日 参加者：６７名）

【内容】

・愛知県防災情報システムの操作方法

・愛知県河川情報システム

・気象庁防災情報システム など
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水防活動の主な取組状況



河川管理施設等の巡視、点検及び整備等

全河川

【河川管理施設の巡視業務】
河川管理施設等を定期的・計画的に巡視し、
施設の異常等を早期に発見。
・巡視の種別
定期的な巡視（通常巡視）
異常出水時等の巡視（異常時巡視）
重要水防箇所の巡視（重点巡視）

【河川等情報モニターによる巡視】
県管理河川において一般県民をモニターとして
任命し、水防上の注意箇所等を県民
目線で巡視（今年度：全県で２９名）
（例年５月にモニター会議を開催）

【水防倉庫の修繕及び水防資機材の補充】
水防倉庫の破損の修理や経年劣化による
水防資機材の補充

18
水防倉庫内部

河川巡視状況

水防活動の主な取組状況



全河川

今年度版は、６月上旬に公表予定
https://www.pref.aichi.jp/kasen/koumoku/jyuyousuiboukasyo/jyuyou
suiboukasyo.htm

川の防災情報の提供（重要水防箇所等の位置図）

県管理河川の重要水防箇所及び水防倉庫の位置図を県河川課ＨＰにおいて、公表。
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水防活動の主な取組状況



取組方針のフォローアップについて
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庄内川・木曽川圏域における県管理河川における協議会の目標

県が管理する中小河川は、国管理の河川ほど整備水準が高くないことや、集中豪雨に対して急速に水位が上昇
する等、大河川とは異なる特性への対応が求められる。

庄内川・木曽川圏域において、河川整備を着実に進めるとともに、「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」
を目指す。
愛知県、圏域内市町、水防管理団体、名古屋地方気象台等が、減災への目標を共有し、社会全体で洪水に備
える「水防災意識社会」を再構築することを目標とし、平成２９年１２月に取組方針を策定しました。

•円滑かつ迅速な避難のた
めの取組

•的確な水防活動のための
取組

ソフト
対策

•河川管理施設の整備等
•洪水を安全に流すための
対策

ハード
対策

【目標】
水防災意識
社会の再構築
・逃げ遅れゼロ
・社会経済被害の最小化

共有

庄内川・木曽川圏域水防災協議会の減災のための目標と取組方針
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全河川

・防災業務計画、地域防災計画等に反映（責任の明確化）
・組織的、計画的、継続的な取り組み

各関係機関による取組の実施

・取組の進捗状況の確認
・取組方針の見直し
・実施した取組 ⇒訓練等を通じて習熟、改善を検討

庄内川・木曽川圏域水防災協議会
（※毎年出水期前に開催）

取組方針の
見直し

取組状況
の報告

【大臣管理区間の「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく協議会】

・木曽川上流水防災協議会
・木曽川下流水防災協議会
・庄内川の水害から命を守るための合同会議

連
携

取組に対するフォローアップ



庄内川・木曽川圏域に係る取組方針

１）円滑かつ迅速な避難のための取組
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①情報伝達、避難計画に関する事項



○国の動向を踏まえ、平成29年6月より、ホットラインについて、連絡体制をルール化し、愛知県
の水災に係る減災体制の一層の強化を図っている。
【対象は、洪水予報河川、水位周知河川及び高潮警報海岸】

○庄内川・木曽川圏域の対象河川では、平成30年度はホットラインの運用はありませんでしたが、
矢作川圏域において平成30年9月4日の大雨により、猿渡川において、氾濫危険水位を超過し、引
き続き雨が継続する見込みであったため、刈谷市・知立市に対し、ホットラインを運用しました。

○平成31年度についても、関係者間で連絡体制構築を図っていきます。

ホットライン

現行　：　任意
H29～：　ルール化

建設事務所
（水防体制）

建設事務所
（所長・課長等）

情報を補完する

市町村等
（水防体制）

市町村等
（首長・部課長等）

降雨時における河川情報等の伝達経路

愛知県
川の防災情報
（インターネット）

みずから守る
防災情報メールサービス
（登録型メール）

水防連絡系統

基本ルート

現在の水位

今後の水位上

昇と降雨状況

など

雨量

河川水位

カメラ画像

など

洪水予報河川

水位周知河川情報

水位・雨量情報

など

ホットラインの構築、運用
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Ｈ29.5まで ：任意

Ｈ29.6から ：ルール化

洪水時における河川管理者からの情報提供等（ホットラインの構築）

建設事務所長

市町村長



要配慮者利用施設における避難確保計画の推進について

平成29年12月4日設置

目的

構成員

開催実績

要配慮者利用施設管理者
水防法第15条の3（平成29年6月施行）

○避難確保計画策定 義務化 ○避難訓練の実施 義務化

愛知県市町村要配慮者利用施設避難確保計画作成等推進会議

水防法第15条の3又は土砂災害防止法第8条の2における要配慮者利用施設管理者
等による避難確保計画作成等を促進すること

県内全市町村(防災関係課室)

平成30年7月30日(三河)、平成30年7月31日(尾張)

愛知県要配慮者利用施設避難確保計画作成等推進支援連絡調整会議

平成29年10月25日設置

避難確保計画作成等に係る市町村を支援するため県関係課室相互の連携を案施すること

防災安全局、建設局、福祉局、教育委員会事務局等の関係課室

平成30年7月12日

目的

構成員

開催実績

促 進

支 援

25

要配慮者利用施設における避難計画作成及び避難訓練の実施



②要配慮者利用施設における避難確保計画作成の推進について
（庄内川・木曽川圏域 要配慮者利用施設における避難確保計画策定状況）
②要配慮者利用施設における避難確保計画作成の推進について
（庄内川・木曽川圏域 要配慮者利用施設における避難確保計画策定状況）

避難確保計画

策定率（％）
避難確保計画
策定施設数
（施設）

避難確保計画策
定対象施設数
（施設）

備考

名古屋市 ５７％ 1,203施設 2,098施設

一宮市 ３８％ 128施設 336施設

春日井市 ５８％ 62施設 107施設

津島市 ６４％ 7施設 11施設

飛島村 １００％ 2施設 2施設

※庄内川・木曽川圏域の市町村の内、避難確保計画策定率が３０％以上の市町村を掲載
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庄内川・木曽川圏域に係る取組方針

１）円滑かつ迅速な避難のための取組

27

②平時からの住民への周知・教育訓練に関する事項



28

洪水防御に関する計画の基本となる降雨
を前提とした洪水に係る浸水想定区域図

想定し得る最大規模の降雨を前提とした
洪水に係る浸水想定区域図

従来の洪水浸水想定区域図

想定最大規模の洪水浸水想定区域図

水防法第１４条抜粋
都道府県知事は、・・・洪水予報河川及び水位周知河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難
を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定め
るところにより、想定最大規模降雨により当該河
川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪
水浸水想定区域として指定するものとする。

平成30年度の取組状況 平成31年度以降の取組

想定最大降雨の発生

ダムは満杯

氾濫水の排除

堤防決壊

堤防溢水堤防溢水

浸水による交通路途絶

氾濫水による
家屋倒壊

「水防法（一部改正）」（H27.5）

日光川、蟹江川、福田川、領内川、矢田川、
香流川、内津川、天白川、扇川について、想
定最大規模の洪水浸水想定区域を作成中。

引き続き、洪水予報河川・水位周知河川につ
いて、想定最大規模の降雨による洪水浸水想
定区域図を作成する。
※平成31年度は八田川の洪水浸水想定区域
の見直しに着手予定。

想定最大規模の洪水に係る浸水想定区域図等の作成と周知



事業状況

その他 出前講座等実施状況
○平成３０年 ６月 ６日 名古屋市立陽明小学校 ５年生（３クラス）【山崎川】【水防災学習】

○平成３０年 ６月２５日 岩倉市立曽野小学校 ４年生（３クラス）【五条川】【水防災学習】

○平成３０年１０月 ４日 豊橋市立植田小学校 ６年生（２クラス）【梅田川】【手づくりハザードマップ作成】

【実施概要】
実施学校名：豊橋市立植田小学校
学校所在地：愛知県豊橋市植田町字池堀

田15番地
対象人数 ：６年生 約６０名
実施会場 ：多目的室
実施形式 ：各クラス毎（４５分×２）
実施内容 ：
１．過去の水害（愛知県内）の状況
（映像、写真により説明）
２．水害の基礎知識
３．近年の気象状況
４．洪水のメカニズム（模型実験）
５．防災対策（ハード対策）
６．防災対策（ソフト対策）
６－１ 河川の水位の把握について
６－２ ハザードマップの学習
７．確認クイズ
８．質問
周辺河川 ：一級河川豊川

二級河川梅田川
持込機材 ：パソコン、ポインタ、模型

流域の集水実験 水防災紙芝居

テレビ ボタン水防災クイズ 河道実験

水防災の説明

豊橋市立植田小学校水防災学習状況

29

水防災教育の充実について

防災教育の促進



新規

30

住民が水害に直面した際に、適切な行動に移せるよう、地域協働型の取り組み「みずから守るプログラム」を
平成２３年度より展開しています。地域協働事業を実施する中で、浸水リスクの高い地域への取組が進ん
でいないなどの課題が明らかになったため、浸水リスクの高い地域を重点的に進めています。

市町村が発行している“洪水ハザードマップ”を理解

し、まだ行動できる段階（早期に避難できる段階）の地
域地図を住民みずから作成することにより、地域の水害
特性を正しく理解することを目的としております。

手づくりハザードマップ

「手づくりハザードマップ」を活用し
て行動を体験し、地域の水害と防災情
報の内容や活用方法を学びます。

大雨行動訓練

みずから守るプログラム地域協働事業 実施状況
（平成３０年度） 【 】：愛知県全体

みずから守るプログラムの活用

累計地区数

８地区
【８地区】

大雨行動訓練支援業務
１１地区
【１１地区】

地域協働事業

手づくりハザードマップ作成支援業務

◎平成３０年度作成した弥富市五之三地区
手づくりハザードマップ



※庄内川・木曽川圏域での実施自治体を黄色で着色

31

実施日時 自治体名 集会名称等
参加人数

※参加人数は概数

6月2日 豊田市 豊田市自主防災会連絡協議会総会 200
6月23日 蟹江町 地域防災訓練事前講習会 55

6月28日 刈谷市 自主防災推進会議 75

10月24日 知立市 逢妻町自主防災会懇談会 10

10月19日 豊明市 自主防災組織連合会 理事会 30

11月10日 春日井市 自主防災組織リーダー研修会 150

11月25日 大口町 地域懇談会（4日間） 100

合計 620 名

みずから守るプログラムの活用

○愛知県では、自主防災会の総会や訓練において、「みずから守るプログラム」の
内容等の説明や「地域の防災リーダの育成」を進めています。

◆実施状況



庄内川・木曽川圏域に係る取組方針

１）円滑かつ迅速な避難のための取組

32

③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項



33

設置のスケジュール

・一昨年の7月と8月に2度氾濫した五条
川と合瀬川の４箇所を、平成30年6月
から運用。
・庄内川・木曽川圏域については、令和元
年６月から３４箇所の運用を予定。

危機管理型水位計は、
・洪水時の水位観測に特化した水位計
・水位情報を堤防天端からの高さで表示
・住民の方の避難行動等に活用

危機管理型水位計とは

五条川昭和橋水位計

https://k.river.go.jp/

情報の入手方法

危機管理型水位計の整備



34

庄内川・木曽川圏域 危機管理型水位計 設置箇所図

危機管理型水位計の整備

庄内川・木曽川圏域

危機管理型水位計３４基

令和元年６月から運用予定

１

２

３

４

５

６
８

９１０

１１

１２ １３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４２５

２６

２７

２８

２９

３０ ３１

３２３３

３４

７

名古屋市 1 天白川 繁盛川 モチロ橋
2 庄内川 矢田川 本地大橋
3 庄内川 記念橋
4 庄内川 水野川 水野橋
5 庄内川 牛山新田橋
6 庄内川 内津川 厚金橋
7 庄内川 地蔵川 公園橋
8 庄内川 大山川 高畑上橋
9 庄内川 薬師川
10 庄内川 正眼寺橋

尾張旭市 11 庄内川 天神川 天神川１号橋
12 天白川 天白川 新大正橋
13 天白川 天白川 新米野木橋
14 庄内川 新中江川 昭聖橋
15 庄内川 水場川 水場橋
16 庄内川 香流川 下川原橋
17 日光川 日光川 田待橋
18 日光川 光堂川 光堂橋
19 日光川 野府川 妙見橋

犬山市 20 庄内川 薬師川 二ノ宮橋
21 庄内川
22 日光川 日光川 日光川除塵期

扶桑町 23 庄内川 無名橋
24 日光川 福田川 無名橋
25 日光川 三宅川 大和橋

大口町 26 庄内川 五条川 大之瀬橋
27 日光川 新堀川 喜楽橋
28 日光川 善太川 埋田橋
29 日光川 善太川 善太川歩道橋

あま市 30 日光川 蟹江川 下田橋
大治町 31 日光川 福田川 七宝大橋

32 日光川 福田川 出合橋
33 日光川 蟹江川 三明橋
34 大田川 大田川 木田橋

市町村 Ｎo. 水系名 河川名 設置箇所名

津島市

蟹江町

春日井市

小牧市

日進市

北名古屋市

一宮市

江南市

稲沢市

東海市



庄内川・木曽川圏域に係る取組方針

２）的確な水防活動のための取組

35

①水防体制の強化に関する事項



水防講習会の開催

実施状況

・みずから守る防災情報メールサービ
スを初めて知った。配信登録したい。

・北設楽郡在住のため、水防講習を
初めて聞くことができ、勉強になった。

・事例紹介で最近の水害がわかり勉
強になった。

参加者の声
(意見・感想)

【実施概要】

主 催 ：愛知県東三河総局

実施日時 ：平成30年11月22日（木）

午後4時から午後5時まで

実施会場名：ホテル三河海陽閣

（蒲郡市三谷町）

関連流域 ：一級水系豊川流域

二級水系音羽川、佐奈川、

柳生川、梅田川はじめ東三

河全域

参加人数 ：東三河地区消防団正副団

長43名

出席機関 ：豊橋市、豊川市、蒲郡市、

田原市、新城市、設楽町、

東栄町、豊根村

県関係機関：東三河総局、新城設楽振

興事務所

平成30年度 東三河地区消防団正副団長会議において、災害時に現場の第一線で水防活動にあた
る消防団の皆様に向けて、県政お届け講座「あいちの河川と海岸」として、平成30年に全国で発生した
水害情報及び県の水害に対するハード対策・ソフト対策について講演を行いました。

講演風景① 講演風景② 講演風景③

東三河総局長挨拶 蒲郡市消防本部講演新城設楽振興事務所長挨拶

アンケート集計

①大変高

まった

46%

②やや高

まった
48%

③あまり変わらな

かった
6%

水防活動についての知識

①大変高

まった

52%
②やや高

まった

41%

③あまり変わらな

かった
7%

「自分たちのまちは自分たちで守る」という認識

①大変高

まった

52%

②やや高

まった

39%

③あまり変わらな

かった
9%

水害に対する認識
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水防体制の強化



庄内川・木曽川圏域に係る取組方針

３）河川管理施設の整備等に関する事項

（洪水を安全に流す対策）
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河川改修等

全河川

木

曽

川

庄
内

川

矢田川

八
田
川

地
蔵
川

五
条
川

新

川 天
白
川

薬
師
川

日光川水閘門
上空下流側正面から望む

(H29年3月撮影)

薬師川

八田川・地蔵川
地蔵川排水機場予定地

五条川

現状の取組状況 今後の取組方針

河川整備計画に基づき河道掘削等を実
施している。

引き続き河川整備計画に基づき河道掘削等を実施していく。
現況河道の流下能力を最大限活用するために堆積土砂・雑木
等の除去を実施

天白川日光川水閘門
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河川管理施設の整備等に関する事項（洪水を安全に流す対策）

新川（新川中
学校）



全河川

河道改修状況

堤防耐震状況

一級河川八田川・地蔵川における床上浸水対策特別緊急整備事業について

標準横断図

平面図

地蔵川に整備する排水機場
イメージパース

【八田川と地蔵川の整備について】
○平成２３年９月２０日台風１５号豪雨により、工場１９棟を含め９９戸
において最大１．５ｍもの床上浸水（浸水面積１００ｈａ以上）が発生。

○八田川は、現在の堤防を約１ｍ高くするなど合流する庄内川と同
規模に整備し、地蔵川は、八田川と立体交差する位置に２５ ／ｓ
の排水機場を新設し、地蔵川の洪水の一部を八田川を経由して庄
内川へ排水する予定。

○平成２９年度に、国の床上浸水対策特別緊急整備事業に新規採
択され、平成３０年度は、用地買収及び一部の工事を実施。

地蔵川ボックスより上流 八田川（春日井市御幸町） 浸水状況（春日井市御幸町）
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八田川・地蔵川の事例紹介



全河川

河道改修状況

堤防耐震状況

新たな日光川水閘門を平成30年3月19日に供用開始

【事業概要】
・伊勢湾台風規模の高潮や、南海トラフ地震規模の津波に
備え、二級河川日光川河口部の飛島村で日光川水閘門の
改築工事を進めてきました。
・この度、新たな水閘門が竣工し、平成30年3月19日から供
用開始。
・平成30年度から洪水対策として、旧水閘門の撤去を実施。

位置図

【事業概要】

・期間 平成19年度～令和4年度

・工種 浚渫工、地盤改良工、基礎杭工、本体工、

ゲート工、機械設備工、電気設備工、護

岸工、建築工、旧水閘門撤去工

・諸元 水門部：幅20ｍ×4門

閘門部：幅15ｍ×1門

・総事業費 200億円

40

日光川水閘門の事例紹介



1

「水防災意識社会」の再構築ビジョン

・平成27年9月関東・東北豪雨災害では、鬼怒川において越水や堤防決壊等により浸水戸数は約一万棟、孤立救助者数は約四千人とな
る等、甚大な被害が発生しました。
・これを踏まえ、国土交通大臣から社会資本整備審議会会長に対して「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について」が
諮問され、平成27年12月10日「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識の変革による「水防災意識社
会」の再構築に向けて～」が答申されました。
・この答申では、「施設の能力には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと意識を変革し、社会全体で洪水に
備える必要があるとしています。
・この答申を踏まえ、平成27年12月11日に「水防災意識社会再構築ビジョン」を策定しました。

平成27年12月

・平成28年8月には、台風10号等の一連の台風によって、北海道・東北地方の中小河川等で氾濫が発生し、逃げ遅れによる多数の死者や
甚大な経済被害が発生しました。
・この災害を受け、とりまとめられた同審議会の答申を踏まえ、「水防災意識社会」の再構築に向けた取組を中小河川も含めた全国の河
川でさらに加速化させるため、「大規模氾濫減災協議会」制度の創設をはじめとする「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年6月
19日に施行されました

平成29年6月

・平成29年の水防法等の施行と合わせて、「水防災意識社会」の実現に向け、緊急的に実施すべき事項について実効性をもって着実に推
進するため、「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画を平成29年6月20日に国土交通省としてとりまとめました

平成29年6月

・平成30年7月豪雨では、広域的かつ同時多発的に河川の氾濫や土石流等が発生し、200名を超える死者・行方不明者と3万棟近い家屋
被害に加え、ライフラインや交通インフラ等の被災によって、甚大な社会経済被害が発生しました。
・これを受けて取りまとめられた同審議会の答申では、関係機関の連携によるハード対策の強化に加え、大規模氾濫減災協議会等を活
用し、多くの関係者の事前の備えと連携の強化により、複合的な災害にも多層的に備え、社会全体で被害を防止・軽減させる対策の強
化を緊急的に図るべきである、とされています。
・これらを踏まえ、「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画を平成31年1月29日に改定しました。
・国土交通省では、「水防災意識社会」の取組をより一層、充実・加速化させ、一刻も早い再構築をめざします

平成31年1月

「水防災意識社会再構築ビジョン」の策定

「水防法等の一部を改正する法律」の施行

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画のとりまとめ

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画の改定
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○平成30年7月豪雨をはじめ、近年各地で大水害が発生していることを受け、「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へ意識を変革し、
社会全体で洪水に備える「水防意識社会」を再構築する取組をさらに充実し加速するため、2020年度目途に取り組むべき緊急行動計画を改定。

○具体的には、人的被害のみならず経済被害を軽減させるための多くの主体の事前の備えと連携の強化、災害時に実際に行動する主体である住民の
取組強化、洪水のみならず土砂・高潮・内水、さらにそれらの複合的な災害への対策強化等の観点により、緊急行動計画の取組を拡充。

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画の改定

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画

・国及び都道府県管理河川の全ての対象河川において、水防法に基づく協議会を設置
・協議会に利水ダム管理者やメディア関係者など多様な関係機関の参画
・土砂災害への防災体制、防災意識の啓発などに関する先進的な取り組みを共有するための連絡会を設置

（1）関係機関の連携体制

①情報伝達、避難計画等に関する事項

・要配慮者利用施設における避難確保：避難確保計画の作成を進めるとともにそれに基づく避難訓練を実施
・他機関連携タイムライン：多くの関係機関が防災行動を連携して実施することが必要となる都市部等の地域
ブロックで作成
・防災施設の機能に関する情報提供：ダムや堤防等の施設の効果や機能、避難の必要性等に関して住民等
へ周知 等

（2）円滑かつ迅速な避難のための取組

②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

・防災教育の促進：防災教育に関する支援を実施する学校を教育関係者等と連携して決定し、指導計画の作
成支援に着手
・共助の仕組みの強化：地区防災計画等の作成促進、地域の防災リーダー育成を促進
・住民一人一人の適切な避難確保：マイ・タイムラインの作成等を推進
・リスク情報の空白地帯の解消：ダム下流部の浸水想定図の作成・公表、土砂災害警戒区域等の指定の前提
となる基礎調査の早期完了 等

③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

・危機管理型ハード対策：決壊までの時間を少しでも引き延ばす堤防構造の工夫を実施する箇所の拡充
・危機管理型水位計：災害時に危険性を確認できるよう、機能を限定した低コストの水位計を設置
・円滑な避難の確保：代替性のない避難所や避難路を保全する砂防堰堤等の整備
・簡易型河川監視カメラ：災害時に画像・映像によるリアリティーのある災害情報を配信できるよう、機能を限定
した低コストの河川監視カメラを設置 等

①水防体制に関する事項

・重要水防箇所の共同点検：毎年、出水期前に重要水防箇所や水防資機材等について河川管理者と水防活
動に関わる関係者（建設業者を含む）が共同して点検
・水防に関する広報の充実：水防活動に関する住民等の理解を深めるための具体的な広報を検討・実施 等

（3）被害軽減の取組

②多様な主体による被害軽減対策に関する事項

・市町村庁舎等の施設関係者への情報伝達：各施設管理者等に対する洪水時の情報伝達体制・方法につ
いて検討
・洪水時の庁舎等の機能確保のための対策の充実：耐水化、非常用電源等の必要な対策については各施
設管理者において順次実施のうえ、実施状況については協議会で共有
・民間企業における水害対応版BCPの策定を推進 等

・排水施設等の運用改善：国管理河川における長期間、浸水が継続する地区等において排水作業準備計画
を作成
・排水設備の耐水性の強化：下水道施設、河川の排水機場について、排水機能停止リスク低減策を実施 等

（4）氾濫水の排除、浸水被害軽減に関する取組

・堤防等河川管理施設の整備：国管理河川において、洪水氾濫を未然に防ぐ対策を実施
・土砂・洪水氾濫への対策：人命への著しい被害を防止する砂防堰堤・遊砂地、河道断面の拡大等の整備
・多数の家屋や重要施設等の保全対策：樹木伐採、河道掘削等を実施
・本川と支川の合流部等の対策：堤防強化、かさ上げ等を実施
・ダム等の洪水調節機能の向上・確保：ダム再生を推進、ダム下流河道の改修、土砂の抑制対策
・重要インフラの機能確保：インフラ・ライフラインへの著しい被害を防止する砂防堰堤、海岸堤防等の整備 等

（5）防災施設の整備等

・計画的・集中的な事前防災対策の推進：事前防災対策として地方公共団体が実施する「他事業と連携した対策」「抜本的対策（大規模事業）」を支援する個別補助事業を創設
・TEC-FORCEの体制・機能の拡充・強化：大規模自然災害の発生に備えた初動対応能力の向上 等

（6）減災・防災に関する国の支援



今回開催

【令和元年５月３０日】第５回水防災協議会
・規約の改正について
・取組方針の変更について
・出水期前の体制確認について
・取組方針のフォローアップについて

【令和元年９月予定】水防災協議会連絡調整会議
・緊急行動計画改定に伴う取組方針の変更について

【令和元年１２月予定】第６回水防災協議会幹事会
・緊急行動計画改定に伴う取組方針の変更について

【令和２年５月予定】第６回水防災協議会
・出水期前の体制確認について
・取組方針のフォローアップについて
・取組方針の変更について
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【令和２年３月予定】第７回水防災協議会幹事会
・出水期前の体制確認について
・取組方針のフォローアップについて

今後のスケジュールについて


