
松江圏域
県管理河川に関する減災対策協議会

（フォローアップ）

・令和３年度までの取組状況
・令和４年度の取組予定
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資料－４



項 目 １．想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図の作成・周知

内 容
Ｒ３年度取組 －

Ｒ４年度予定 －

取組機関 島根県

○気候変動により頻発化・激甚化する水災害に対応するため想定される最大規模の降雨を前提として、洪水時に浸水が想定
される区域（洪水浸水想定区域図）を河川管理者が指定・公表。（平成27年5月の水防法一部改正）

洪水に係る浸水想定区域について、想定し得る最大
規模の洪水に係る区域に拡充 （現行は、河川整備にお
いて基本となる降雨を前提とした区域）

水防法改正の概要

近年､現在の想定を超える浸水被害が多発

平成26年8月 避難所2階の浸水
（徳島県）

課 題

河川整備において基本となる降雨を前提 想定し得る最大規模の降雨を前提

意宇川５０年確率
（363mm／24時間）

概ね１０００年以上の確率
（589mm／24時間）

例）

＜平成19年7月公表＞ ＜平成30年5月公表＞
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対象河川 関係市町村 公表年次

1 意宇川 松江市 H30.5.25

2 飯梨川 安来市 R01.6.28

3 伯太川 安来市 R01.6.28

4 斐伊川 雲南市 H31.4.26

5 赤川 雲南市 H31.4.26

6 三刀屋川 雲南市 H31.4.26

7 久野川 雲南市 H31.4.26

8 神戸川 出雲市 R02.6.23

9 静間川 大田市 H31.4.26

10 三瓶川 大田市 H31.4.26

11 敬川 江津市 H31.2.22

12 八戸川 江津市 R01.10.23

13 浜田川 浜田市 R02.6.23

14 周布川 浜田市 R02.6.23

15 下府川 浜田市 R02.6.23

16 三隅川 浜田市 R02.6.23

17 益田川 益田市 H30.5.25

18 津和野川 津和野町 H30.5.25

19 高津川 吉賀町 H30.5.25

20 八尾川 隠岐の島町 H31.2.22

項 目 １．想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図の作成・周知

内 容
Ｒ３年度取組 －

Ｒ４年度予定 －

取組機関 島根県

計 20河川（重複除く）

洪水浸水想定区域図作成対象河川

県 洪水予報河川 3河川
県 水位周知河川 18河川

神戸川

□洪水浸水想定区域を作成する対象河川（県管理）

【国減災協再掲】
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項 目 ２．水害ハザードマップの改良・周知

内 容
Ｒ３年度取組 防災ガイドブックを活用し、出前講座等で周知を図った。（松江市）

ハザードマップを更新し、全戸および要配慮者利用施設等に配付（安来市）

Ｒ４年度予定 ハザードマップを活用した出前講座、出前授業の開催（安来市）

取組機関 松江市、安来市

ハザードマップ（防災ガイドブック）（松江市）

（左）橋北エリア
（右）橋南エリア

マイ・タイムラインに関する周知

【国減災協再掲】
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出前授業の状況（安来市）
飯梨小学校防災授業でハザードマップを活用

（R3.9.28）

項 目 ２．水害ハザードマップの改良・周知

内 容
Ｒ３年度取組 防災ガイドブックを活用し、出前講座等で周知を図った。（松江市）

ハザードマップを更新し、全戸および要配慮者利用施設等に配付（安来市）

Ｒ４年度予定 ハザードマップを活用した出前講座、出前授業の開催（安来市）

取組機関 松江市、安来市

【国減災協再掲】
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周知活動の状況（松江市）
乃木小学校防災授業でのハザードマップ活用

（R3.11.17）



項 目 ２．水害ハザードマップの改良・周知

内 容
Ｒ３年度取組 防災ガイドブックを活用し、出前講座等で周知を図った。（松江市）

ハザードマップを更新し、全戸および要配慮者利用施設等に配付（安来市）

Ｒ４年度予定 ハザードマップを活用した出前講座、出前授業の開催（安来市）

取組機関 松江市、安来市

ハザードマップ（やすぎ市民防災マップ）（安来市）
【国減災協再掲】
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項 目 ３．避難勧告等の発令に着目した水害対応タイムラインの策定

内 容

Ｒ３年度取組 関係機関で水害対応タイムラインの共有。（協議会全体）
市民へのマイタイムラインに対する周知を図った。（松江市）

Ｒ４年度予定

関係機関で水害対応タイムラインの共有。
実洪水・情報伝達訓練を通じ必要に応じて見直し。（協議会全体）
水害タイムライン作成時において要請があれば、技術的助言を行う（出雲河川）
水害対応タイムラインの確認・調整。水害対応タイムラインにおいて防災気象情報を
有効に活用する観点から助言（松江地方気象台）
土砂災害に関するタイムラインの作成・運用（島根県）

取組機関 協議会全体

例）
意宇川
【神納橋観測所】
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意宇川避難訓練用
タイムライン（松江市）
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項 目 ３．避難勧告等の発令に着目した水害対応タイムラインの策定

内 容

Ｒ３年度取組 関係機関で水害対応タイムラインの共有。（協議会全体）
市民へのマイタイムラインに対する周知を図った。（松江市）

Ｒ４年度予定

関係機関で水害対応タイムラインの共有。
実洪水・情報伝達訓練を通じ必要に応じて見直し。（協議会全体）
水害タイムライン作成時において要請があれば、技術的助言を行う（出雲河川）
水害対応タイムラインの確認・調整。水害対応タイムラインにおいて防災気象情報を
有効に活用する観点から助言（松江地方気象台）
土砂災害に関するタイムラインの作成・運用（島根県）

取組機関 協議会全体



項 目 ４．洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの定着）

内 容
Ｒ３年度取組 情報伝達演習においてホットラインを実施し、連絡体制の定着図る。（松江市、安来

市、島根県）

Ｒ４年度予定 情報伝達演習においてホットラインを実施し、連絡体制の定着図る。（5月10日実
施）（松江市、安来市、島根県）

取組機関 松江市、安来市、島根県

▼実洪水でのホットライン（意宇川）

ホットラインを含めた情報伝達演習の実施
（R3.4.22）

▼実洪水でのホットライン（伯太川）

ホットラインを含めた情報伝達演習の実施
（R4.5.10）

（Ｒ３年度実施：意宇川）
７月７日：避難判断水位
７月１２日：避難判断水位
８月１３日：避難判断水位
８月１７日：避難判断水位
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項 目 5.避難勧告等の発令判断を的確に行うための水防情報提供の充実

内 容

Ｒ３年度取組 各種防災気象情報の改善（松江地方気象台）
新水防情報システムへのアクセス数増加によるサーバーダウンを改善（島根県）

Ｒ４年度予定
大雨警報（浸水害）・注意報、洪水警報・注意報の基準について、評価及び検証を継続し、必要に
応じ基準の見直しを行う。また、各種プロダクトの改善を随時実施し、HP等により公開する。（松
江地方気象台）
新水防情報システムの運用による見直し（島根県）

取組機関 松江地方気象台、島根県

松江地方気象台 防災気象情報の改善（令和３年度実施）
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松江地方気象台 防災気象情報の改善（令和３年度実施）

項 目 5.避難勧告等の発令判断を的確に行うための水防情報提供の充実

内 容

Ｒ３年度取組 各種防災気象情報の改善（松江地方気象台）
新水防情報システムへのアクセス数増加によるサーバーダウンを改善（島根県）

Ｒ４年度予定
大雨警報（浸水害）・注意報、洪水警報・注意報の基準について、評価及び検証を継続し、必要に
応じ基準の見直しを行う。また、各種プロダクトの改善を随時実施し、HP等により公開する。（松
江地方気象台）
新水防情報システムの運用による見直し（島根県）

取組機関 松江地方気象台、島根県
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松江地方気象台 防災気象情報の改善（令和３年度実施）

項 目 5.避難勧告等の発令判断を的確に行うための水防情報提供の充実

内 容

Ｒ３年度取組 各種防災気象情報の改善（松江地方気象台）
新水防情報システムへのアクセス数増加によるサーバーダウンを改善（島根県）

Ｒ４年度予定
大雨警報（浸水害）・注意報、洪水警報・注意報の基準について、評価及び検証を継続し、必要に
応じ基準の見直しを行う。また、各種プロダクトの改善を随時実施し、HP等により公開する。（松
江地方気象台）
新水防情報システムの運用による見直し（島根県）

取組機関 松江地方気象台、島根県
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松江地方気象台 防災気象情報の改善（令和３年度実施）

項 目 5.避難勧告等の発令判断を的確に行うための水防情報提供の充実

内 容

Ｒ３年度取組 各種防災気象情報の改善（松江地方気象台）
新水防情報システムへのアクセス数増加によるサーバーダウンを改善（島根県）

Ｒ４年度予定
大雨警報（浸水害）・注意報、洪水警報・注意報の基準について、評価及び検証を継続し、必要に
応じ基準の見直しを行う。また、各種プロダクトの改善を随時実施し、HP等により公開する。（松
江地方気象台）
新水防情報システムの運用による見直し（島根県）

取組機関 松江地方気象台、島根県
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松江地方気象台 防災気象情報の改善（令和３年度実施）

項 目 5.避難勧告等の発令判断を的確に行うための水防情報提供の充実

内 容

Ｒ３年度取組 各種防災気象情報の改善（松江地方気象台）
新水防情報システムへのアクセス数増加によるサーバーダウンを改善（島根県）

Ｒ４年度予定
大雨警報（浸水害）・注意報、洪水警報・注意報の基準について、評価及び検証を継続し、必要に
応じ基準の見直しを行う。また、各種プロダクトの改善を随時実施し、HP等により公開する。（松
江地方気象台）
新水防情報システムの運用による見直し（島根県）

取組機関 松江地方気象台、島根県
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松江地方気象台 防災気象情報の改善（令和３年度実施）

項 目 5.避難勧告等の発令判断を的確に行うための水防情報提供の充実

内 容

Ｒ３年度取組 各種防災気象情報の改善（松江地方気象台）
新水防情報システムへのアクセス数増加によるサーバーダウンを改善（島根県）

Ｒ４年度予定
大雨警報（浸水害）・注意報、洪水警報・注意報の基準について、評価及び検証を継続し、必要に
応じ基準の見直しを行う。また、各種プロダクトの改善を随時実施し、HP等により公開する。（松
江地方気象台）
新水防情報システムの運用による見直し（島根県）

取組機関 松江地方気象台、島根県
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松江地方気象台 防災気象情報の改善（令和３年度実施）

項 目 5.避難勧告等の発令判断を的確に行うための水防情報提供の充実

内 容

Ｒ３年度取組 各種防災気象情報の改善（松江地方気象台）
新水防情報システムへのアクセス数増加によるサーバーダウンを改善（島根県）

Ｒ４年度予定
大雨警報（浸水害）・注意報、洪水警報・注意報の基準について、評価及び検証を継続し、必要に
応じ基準の見直しを行う。また、各種プロダクトの改善を随時実施し、HP等により公開する。（松
江地方気象台）
新水防情報システムの運用による見直し（島根県）

取組機関 松江地方気象台、島根県
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一般向けチラシ

変更前 変更後

１．周知の取組状況
◇報道発表
・H31.3.~5月
新聞４社、テレビ１社で報道

◇チラシ作成
・各種会議,出前講座.イベント,
小中学校等へ配布

小学校向けチラシ

２．水防情報システムへのアクセス状況
◇R3.7月梅雨前線による降雨

R3.8月は台風によりアクセス数
増加
CDN導入により正常な閲覧が可能

◇最大アクセス数（R3.7～8月）
（１時間当り）
7/7  12:00~13:00 
・アクセス数 9,725
・閲覧ページ数 25,800
8/9  10:00～11:00
・アクセス数 6,252
・閲覧ページ数 30,104

３．今後の取組

◇防災メールへURL掲載（済）

◇過去の雨量・水位データの提供
・ダウンロードサイトの開設（済）
・水防システムにリンク先を掲載

島 根 県

項 目 5.避難勧告等の発令判断を的確に行うための水防情報提供の充実

内 容

Ｒ３年度取組 各種防災気象情報の改善（松江地方気象台）
新水防情報システムへのアクセス数増加によるサーバーダウンを改善（島根県）

Ｒ４年度予定
大雨警報（浸水害）・注意報、洪水警報・注意報の基準について、評価及び検証を継続し、
必要に応じ基準の見直しを行う。また、各種プロダクトの改善を随時実施し、HP等により
公開する。（松江地方気象台）
新水防情報システムの運用による見直し（島根県）

取組機関 松江地方気象台、島根県

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
月

11
月

12
月 1月 2月 3月

令和３年度 アクセス数・閲覧ページの推移

閲覧ページ数 アクセス数
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整備事例〔飯梨川（矢田）〕

項 目 ６．水害リスクの高い箇所を監視する簡易水位計等の整備

内 容
Ｒ３年度取組 河川監視カメラ等の運用

Ｒ４年度予定 新たに河川監視カメラを整備
○玉湯川 １箇所（松江市玉湯町） ○吉田川 １箇所（安来市折坂町）

取組機関 島根県、（松江市、安来市）

島 根 県

●松江圏域の河川監視カメラ（１２基）

昼間のカメラ映像

夜間のカメラ映像
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令和３年度実施実績６０回（松江市）

出前講座の様子(松江市）

防災研修会 段ボールベッドの組立体験

【国減災協再掲】
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実施日 令和３年１０月２０日（水）
対 象 東出雲地区自治会連合会役員 約２0名

項 目 ７．住民の水防災意識の向上に資する出前講座や広報紙を活用した防災知識の普及

内 容

Ｒ３年度取組

出前講座の実施（松江市）
出前講座の実施、広報誌による防災知識の普及（安来市）
報道機関との懇談会を定期的に開催（松江地方気象台）
「川の防災情報」や地上デジタル放送のデータ放送の活用促進のための周知（出雲河川事務所）
新聞広報、出前講座等を継続実施、インターネット、CATVの活用（島根県）

Ｒ４年度予定
出前講座の実施（松江市）
出前講座の実施、広報誌による防災知識の普及（安来市）
出前講座・報道機関との懇親会の実施。（松江地方気象台・出雲河川事務所）
新聞広報、出前講座等を継続実施、インターネット、CATVの活用（島根県）

取組機関 松江市、安来市、出雲河川事務所、松江地方気象台、島根県

実施日 令和３年７月３１日（日）
対 象 秋鹿地区小５、小６ 約４0名



【HUG（避難所運営ゲーム）の実施】
HUGの様子（松江市）

実施日 令和３年11月1２日（金）
対 象 島根県高等学校文化連盟青少年赤十字部門

高校生約１００名
会 場 くにびきメッセ

【国減災協再掲】
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項 目 ７．住民の水防災意識の向上に資する出前講座や広報紙を活用した防災知識の普及

内 容

Ｒ３年度取組

出前講座の実施（松江市）
出前講座の実施、広報誌による防災知識の普及（安来市）
報道機関との懇談会を定期的に開催（松江地方気象台）
「川の防災情報」や地上デジタル放送のデータ放送の活用促進のための周知（出雲河川事務所）
新聞広報、出前講座等を継続実施、インターネット、CATVの活用（島根県）

Ｒ４年度予定
出前講座の実施（松江市）
出前講座の実施、広報誌による防災知識の普及（安来市）
出前講座・報道機関との懇親会の実施。（松江地方気象台・出雲河川事務所）
新聞広報、出前講座等を継続実施、インターネット、CATVの活用（島根県）

取組機関 松江市、安来市、出雲河川事務所、松江地方気象台、島根県



出前講座の様子（安来市）

防災研修会

○実施日 令和4年2月26日（土）
○対 象 社日地区住民 約３0名

高校生による備蓄非常食の調理体験

【国減災協再掲】
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項 目 ７．住民の水防災意識の向上に資する出前講座や広報紙を活用した防災知識の普及

内 容

Ｒ３年度取組

出前講座の実施（松江市）
出前講座の実施、広報誌による防災知識の普及（安来市）
報道機関との懇談会を定期的に開催（松江地方気象台）
「川の防災情報」や地上デジタル放送のデータ放送の活用促進のための周知（出雲河川事務所）
新聞広報、出前講座等を継続実施、インターネット、CATVの活用（島根県）

Ｒ４年度予定
出前講座の実施（松江市）
出前講座の実施、広報誌による防災知識の普及（安来市）
出前講座・報道機関との懇親会の実施。（松江地方気象台・出雲河川事務所）
新聞広報、出前講座等を継続実施、インターネット、CATVの活用（島根県）

取組機関 松江市、安来市、出雲河川事務所、松江地方気象台、島根県

令和３年度実施実績１８回（安来市）



○「川の防災情報」や地上デジタル放送のデータ放送の活用促進のための周知

・洪水予報連絡会・水防連絡会：令和３年６月２１日 資料の配付・確認よる書面形式による開催
・出前講座：令和３年７月３１日 出雲市高松地区

地上デジタル放送

■水害リスク情報等を地域と共有し、命を守るための確実な避難の実現
住民の水防災の向上に資する出前講座や広報紙を活用した防災知識の普及や訓練
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出雲河川事務所

洪水予報連絡会や水防連絡会において、「川の防災情報」や地上デジタル放送のデータ放送の活用促進
のための周知を行った。

川の防災情報（情報マルチモニタ）



項 目 ７．住民の水防災意識の向上に資する出前講座や広報紙を活用した防災知識の普及

内 容

Ｒ３年度取組

出前講座の実施（松江市）
出前講座の実施、広報誌による防災知識の普及（安来市）
報道機関との懇談会を定期的に開催（松江地方気象台）
「川の防災情報」や地上デジタル放送のデータ放送の活用促進のための周知（出雲河川事務所）
新聞広報、出前講座等を継続実施、インターネット、CATVの活用（島根県）

Ｒ４年度予定
出前講座の実施（松江市）
出前講座の実施、広報誌による防災知識の普及（安来市）
出前講座・報道機関との懇親会の実施。（松江地方気象台・出雲河川事務所）
新聞広報、出前講座等を継続実施、インターネット、CATVの活用（島根県）

取組機関 松江市、安来市、出雲河川事務所、松江地方気象台、島根県

松江地方気象台 他機関と連携した防災知識の普及・啓発・周知（令和３年度実施）

23



出前講座、研修会の実施、新聞広報等による情報発信（島根県）
新聞広報による情報発信

考える県政の掲載（島根県）

県・市町村職員向け
水防研修会の実施（島根県・松江地方気象台）

防災士養成研修の実施
（島根県）

【国減災協再掲】
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項 目 ７．住民の水防災意識の向上に資する出前講座や広報紙を活用した防災知識の普及

内 容

Ｒ３年度取組

出前講座の実施（松江市）
出前講座の実施、広報誌による防災知識の普及（安来市）
報道機関との懇談会を定期的に開催（松江地方気象台）
「川の防災情報」や地上デジタル放送のデータ放送の活用促進のための周知（出雲河川事務所）
新聞広報、出前講座等を継続実施、インターネット、CATVの活用（島根県）

Ｒ４年度予定
出前講座の実施（松江市）
出前講座の実施、広報誌による防災知識の普及（安来市）
出前講座・報道機関との懇親会の実施。（松江地方気象台・出雲河川事務所）
新聞広報、出前講座等を継続実施、インターネット、CATVの活用（島根県）

取組機関 松江市、安来市、出雲河川事務所、松江地方気象台、島根県

日時 令和３年６月５日（土）
内容 警戒レベルと新たな避難情報について

日頃からの災害の備えについて
島根県が配信する各種防災情報の入手先について

日時 令和３年６月１４日（月）９ ００～１２ ００
場所 県庁南庁舎災害対策室ほか（Web形式）
対象 県・市町村職員 ２９名
内容 水防法・島根県水防計画の概要 島根県河川課

防災気象情報の利活用 松江地方気象台

※令和2年度の研修の様子

令和３年度は開催中止

令和４年度【予定】
日 時 令和４年５月14日（土）10:10～17:30

15日（日） 9:30～18:30
場 所 いわみーる（浜田市）
受講者 ５４名（予定）
内 容 防災に関する各種講義、防災士資格取得試験
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意宇川危険個所
共同点検

（島根県、松江市）

項 目 ８．水害リスクの高い重要水防区域、危険な箇所の共同点検等

内 容

Ｒ３年度取組 「危険な箇所」「重要水防区域」「水防資機材」の共同点検を実施。「水防資機材」
の提供方法についても確認（島根県、松江市、安来市、各消防団等）

Ｒ４年度予定

出水期前に、「危険な箇所」「重要水防区域」「水防資機材」の共同点検を実施。
「水防資機材」の提供方法についても確認。
地元自治会との共同点検を実施し、危険個所等の情報を共有
（島根県、松江市、安来市、各消防団等）

取組機関 松江市、安来市、各消防団等、島根県
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河口付近（竹矢町） 水防倉庫資材の保管状況確認

神納橋（八雲町）量水標確認神納橋下流付近（八雲町）



R3.6.15 連絡調整会議、共同点検（島根県、安来市（消防団）、安来警察署）

飯梨川（河口から東赤江橋）

水防資機材の情報共有伯太川（弘鶴橋下流）

項 目 ８．水害リスクの高い重要水防区域、危険な箇所の共同点検等

内 容

Ｒ３年度取組 「危険な箇所」「重要水防区域」「水防資機材」の共同点検を実施。「水防資機材」
の提供方法についても確認（島根県、松江市、安来市、各消防団等）

Ｒ４年度予定

出水期前に、「危険な箇所」「重要水防区域」「水防資機材」の共同点検を実施。
「水防資機材」の提供方法についても確認。
地元自治会との共同点検を実施し、危険個所等の情報を共有
（島根県、松江市、安来市、各消防団等）

取組機関 松江市、安来市、各消防団等、島根県
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項 目 １０．要配慮者利用施設の管理者が策定する避難確保計画作成及び訓練実施の支援

内 容

Ｒ３年度取組
対象施設に対しての計画策定支援（松江市）
計画未策定施設に対する状況確認と再周知、計画策定に向けた相談対応。
全ての対象施設に対して説明会を開催（安来市）

Ｒ４年度予定
計画未提出施設に対する策定支援、新規対象施設に対し説明会を開催（松江市）
計画未策定施設への最周知と策定支援（安来市）
対象施設に対する説明会の実施、作成支援（協議会全体）

取組機関 協議会全体

【要配慮者利用施設の避難確保計画作成・点検の流れ】

避難確保計画の作成状況
（水害）
島根県79.7%（744/933施設）
松江市 85.0%（ 147/ 173施設）
安来市 82.7%（ 67/  81施設）
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項 目 １０．要配慮者利用施設の管理者が策定する避難確保計画作成及び訓練実施の支援

内 容
Ｒ３年度取組 全ての対象施設に対して説明会を開催（安来市）

Ｒ４年度予定 計画未策定施設への最周知と策定支援（安来市）

取組機関 協議会全体
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【説明会開催】（安来市）
○開催日：令和４年１月１７日、２１日
○参加施設：６３施設（小学校１４校については別途説明会を実施）
○会場：安来市役所防災研修棟
○内容：計画の作成方法や避難訓練の実施・報告義務等について説明

（不参加の施設については個別に説明・助言）



Ｒ３伐採、堆積土砂撤去（松江市内）

施工前 施工後

項 目 １１．河川改修、堆積土砂の撤去等による洪水氾濫を未然に防ぐ対策

内 容

Ｒ３年度取組
通水を阻害する堆積土砂や立木の河川管理者への情報提供（松江市、安来市）
地元、市町村からの情報提供と、それらを踏まえて優先順位を付けて実施した（島根
県）

Ｒ４年度予定
通水を阻害する堆積土砂や立木の河川管理者への情報提供（松江市、安来市）
地元、市町村からの情報提供と、それらを踏まえて優先順位を付けて実施する（島根
県）

取組機関 松江市、安来市、島根県

意東川（東出雲町中意東地内）
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Ｒ４ 河川維持修繕工事（松江市内）

護岸擁壁かさ上げ 施工状況

項 目 １１．河川改修、堆積土砂の撤去等による洪水氾濫を未然に防ぐ対策

内 容

Ｒ３年度取組
通水を阻害する堆積土砂や立木の河川管理者への情報提供（松江市、安来市）
地元、市町村からの情報提供と、それらを踏まえて優先順位を付けて実施した（島根
県）

Ｒ４年度予定
通水を阻害する堆積土砂や立木の河川管理者への情報提供（松江市、安来市）
地元、市町村からの情報提供と、それらを踏まえて優先順位を付けて実施する（島根
県）

取組機関 松江市、安来市、島根県
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意宇川（神納橋下流 日吉切通し上流部）

降雨時 地元で土のう設置R4.5月末完成



Ｒ３伐採、堆積土砂撤去（安来市内）

施工前

施工後

田頼川

項 目 １１．河川改修、堆積土砂の撤去等による洪水氾濫を未然に防ぐ対策

内 容

R3年度取組
通水を阻害する堆積土砂や立木の河川管理者への情報提供（松江市、安来市）
地元、市町村からの情報提供と、それらを踏まえて優先順位を付けて実施した（島根
県）

Ｒ４年度予定
通水を阻害する堆積土砂や立木の河川管理者への情報提供（松江市、安来市）
地元、市町村からの情報提供と、それらを踏まえて優先順位を付けて実施する（島根
県）

取組機関 松江市、安来市、島根県
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Ｒ４ 伐採・土砂撤去予定箇所（松江市内）

浚渫後の玉川

【松江県土整備事務所管内】
・実施予定箇所 ２河川（４１百万円）

項 目 １１．河川改修、堆積土砂の撤去等による洪水氾濫を未然に防ぐ対策

内 容

R2年度取組
通水を阻害する堆積土砂や立木の河川管理者への情報提供（松江市、安来市）
地元、市町村からの情報提供と、それらを踏まえて優先順位を付けて実施した（島根
県）

Ｒ３年度予定
通水を阻害する堆積土砂や立木の河川管理者への情報提供（松江市、安来市）
地元、市町村からの情報提供と、それらを踏まえて優先順位を付けて実施する（島根
県）

取組機関 松江市、安来市、島根県
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R4 伐採・土砂撤去予定箇所（安来市内）

【広瀬土木事業所管内】
・実施予定箇所 ５ 箇所（８０百万円）

吉田川（沢）

伯太川（東母里）

飯梨川（広瀬）

項 目 １１．河川改修、堆積土砂の撤去等による洪水氾濫を未然に防ぐ対策

内 容

R3年度取組
通水を阻害する堆積土砂や立木の河川管理者への情報提供（松江市、安来市）
地元、市町村からの情報提供と、それらを踏まえて優先順位を付けて実施した（島根
県）

Ｒ４年度予定
通水を阻害する堆積土砂や立木の河川管理者への情報提供（松江市、安来市）
地元、市町村からの情報提供と、それらを踏まえて優先順位を付けて実施する（島根
県）

取組機関 松江市、安来市、島根県

山佐川（下山佐）
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安田川（安田関）



令和４年度 島根県水防計画抜粋

項 目 １２．排水施設、排水資機材等の情報を共有

内 容
Ｒ３年度取組

排水施設の点検（松江市）
島根県水防計画、国災害対策計画等により排水施設、排水機材の情報共有（松江市、
安来市、出雲河川、島根県）

Ｒ４年度予定 島根県水防計画、国災害対策計画、各市水防計画により排水施設、排水機材の情報共
有（出雲河川、島根県、松江市、安来市）

取組機関 松江市、安来市、出雲河川事務所、島根県
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項 目 １２．排水施設、排水資機材等の情報を共有

内 容
Ｒ３年度取組

排水施設の点検（松江市）
島根県水防計画、国災害対策計画等により排水施設、排水機材の情報共有（松江市、
安来市、出雲河川、島根県）

Ｒ４年度予定 島根県水防計画、国災害対策計画、各市水防計画により排水施設、排水機材の情報共
有及び点検を行う（出雲河川、島根県、松江市、安来市）

取組機関 松江市、安来市、出雲河川事務所、島根県

排水施設点検状況（松江市）
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安来市松江市

【現状】
＜安来市立病院＞
・想定最大規模洪水浸水想定区域内（飯梨川）
・非常用発電機：1階2基・2階1基設置済

＜安来市役所＞
・洪水浸水想定区域内（伯太川）
・非常用発電機：非常用電源の屋上設置などの

対策を実施済

【現状】
＜松江市立病院（災害拠点病院）＞
・洪水浸水想定区域外

＜松江赤十字病院（災害拠点病院）＞
・洪水浸水想定区域内（斐伊川）
・非常用発電機：浸水想定区域を考
慮し、建物内に設置済
・自衛水防組織を創設

＜松江市役所＞
・洪水浸水想定区域内（斐伊川）
・非常用発電機：浸水想定区域を考
慮し、本庁舎敷地内に設置済
・新庁舎：非常用発電機を屋上に設
置予定

項 目 １２．排水施設、排水資機材等の情報を共有

内 容
Ｒ３年度取組

排水施設の点検（松江市）
島根県水防計画、国災害対策計画等により排水施設、排水機材の情報共有（松江市、
安来市、出雲河川、島根県）

Ｒ４年度予定 島根県水防計画、国災害対策計画、各市水防計画により排水施設、排水機材の情報共
有及び点検を行う（出雲河川、島根県、松江市、安来市）

取組機関 松江市、安来市、出雲河川事務所、島根県
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松江圏域県管理河川における減災対策協議会　（各機関における取組内容の詳細及び取組状況）

着色部は国協議会と同内容

松江市 安来市 出雲河川事務所 松江地方気象台 島根県

■水害リスク情報等を地域と共有し、命を守るための確実な避難の実現

平成31年度末まで

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定
区域図作成・公表し、関係市へ提供。
・H29～松江市
・H30～安来市

Ｒ３取組状況 －

令和2年度末まで

・H30年度から検討開始
・県の洪水浸水想定区域図公表の後
に、水害ハザードマップの見直し。
・ハザードマップポータルサイトやマッ
プonしまねを活用し、住民等へ広く周
知。
・印刷物の各戸、事業所への配布。
・ハザードマップの見方、利用方法など
出前講座等を通じて周知

・R2年度末を目標
・県の洪水浸水想定区域図公表の後に、
水害ハザードマップの見直し。
・ハザードマップポータルサイトやマップon
しまねを活用し、住民等へ広く周知。
・印刷物の各戸、事業所への配布。
・ハザードマップの見方、利用方法など出
前講座等を通じて周知

Ｒ３取組状況

・防災ガイドブックを活用し、出前講座
等で周知を図った。

・ハザードマップを更新し、全戸および要配
慮者利用施設等に配付した。
・ハザードマップの見方について、出前講
座等を通じて周知した。

令和2年度末まで

・既存の水害対応チェックリストを基に
水害対応タイムラインを作成
・実洪水、情報伝達訓練を踏まえ適宜
見直し
・避難勧告等の判断・伝達マニュアル
の見直し（H30より実施）
・タイムラインに基づく 避難訓練の実施

・既存の水害対応チェックリストを基に水害
対応タイムラインを作成
・実洪水、情報伝達訓練を踏まえ適宜見
直し
・避難勧告等の判断・伝達マニュアルの見
直し（H31より実施）
・タイムラインに基づく訓練実施の検討

・水害対応タイムライン作成時におい
て、相談があれば技術的助言を行う。

・水害対応タイムラインの確認・調整。水害対応タイムラインにおいて防災気象情報を有効に活用する観点
から助言

・既存の水害対応チェックリストを基に水
害対応タイムラインを作成
・実洪水、情報伝達訓練を踏まえ適宜見
直し
・設定水位の検証、見直し
・タイムラインに基づく訓練実施の支援

Ｒ３取組状況

市民ひとりひとりのマイタイムライン作
成に向けた出前講座等講習会の実
施。

・災害対策基本法の改正に伴い、避難情
報判断・伝達マニュアルの見直しを行っ
た。

令和3年6月タイムライン作成について
助言

R3.6の協議会に諮られた水害対応タイムライン（案）に対して、住民の円滑な避難行動に資するよう、警戒レ
ベルに基づき、防災気象情報を有効活用する観点から助言を行った。

改正した水害対応タイムラインを各機関
に配布（R3.6.30)

平成28年度から継続
実施

・出水期前の情報伝達演習等を通じる
などにより連絡体制の定着を図る

・出水期前の情報伝達演習等を通じるなど
により連絡体制の定着を図る

・出水期前の情報伝達演習等を通じるな
どにより連絡体制の定着を図る

Ｒ３取組状況

・ホットラインを含めた県管理河川にお
ける情報伝達演習（4月２２日）

・出水期前の情報伝達演習等を通じるなど
により連絡体制の定着を図った。
・ホットラインを含めた情報伝達演習を実
施した。（4月２２日）

・出水期前の情報伝達演習等を通じるな
どにより連絡体制の定着を図る
・ホットラインを含めた情報伝達演習（４月
22日）

令和2年度末まで

・防災気象情報の改善
　〇危険度を色分けした時系列
　〇警報級の可能性の提供
　〇危険度分布（メッシュ情報）の充実

・次期水防情報システムの開発
　〇操作法を改善し迅速な情報提供
　〇観測データの異常値チェック機能
　〇ｽﾏｰﾄﾌｫﾝに対応した情報提供
　〇訓練シナリオの充実
・雨量計、水位計等の更新

Ｒ３取組状況

・大雨警報（浸水害）・注意報、洪水警報・注意報の基準見直しを実施。新基準の運用開始（継続作業）（令和
3年6月8日より）
・記録的短時間大雨情報の改善（令和3年6月8日より）。
・「キキクル（危険度分布）」通知サービスの細分化（令和3年6月8日より）。
・警戒レベルと対応した高潮警報等に改善（令和3年6月8日より）。
・線状降水帯がもたらす降り続く顕著な大雨への注意喚起（令和3年6月17日より）。
・指定河川洪水予報の改善（令和3年6月1日より）。
・防災気象情報と警戒レベルとの対応（令和3年出水期より）。
・防災情報提供システムでキキクル(危険度分布)のメール通知を開始（令和3年6月3日より）。

・水防情報システム運用及び周知
・アクセス数増加に伴うサーバーダウンを
改善

想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定
区域図の作成・周知

意宇川、
飯梨川、伯太川

水害ハザードマップの改良・周知 対象流域

1

2

取組機関
備考主な取組項目 対象 目標時期

3
避難勧告等の発令に着目した水害対応
タイムラインの策定

意宇川、
飯梨川、伯太川

洪水時における河川管理者からの情報
提供（ホットラインの定着）

意宇川、
飯梨川、伯太川

4

5
避難勧告等の発令判断を的確に行うた
めの水防情報提供の充実

圏域

-1-
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松江圏域県管理河川における減災対策協議会　（各機関における取組内容の詳細及び取組状況）

着色部は国協議会と同内容

松江市 安来市 出雲河川事務所 松江地方気象台 島根県

取組機関
備考主な取組項目 対象 目標時期

平成30年度から順次
実施

・モデル河川に簡易水位計を整備し、効
果を検証した上で順次拡大をは図る。
　〇モデル河川・・・北田川

Ｒ３取組予定
・河川監視カメラ等の運用

毎年継続実施

・住民自らが考え、行動できる情報入
手方法の周知
・出前講座による防災知識の普及や
自らの避難行動につながる訓練実施
・国の減災対策協議会に併せ小・中学
生に対する防災教育の実施

・出前講座等により水防情報の入手、活用
方法等について周知
・広報紙を活用した防災情報発信

・出前講座による水防情報の入手、活
用方法等の普及について、引き続き取
り組む。

・出前講座等により防災気象情報の入手、活用方法等について周知。また、協議会として防災教育を実施す
る際には講師派遣、資料提供に対応。

・出前講座により水防情報の入手、活用
方法等について周知
・広報紙を活用した防災情報発信
・避難行動に資する各種情報提供の検討

Ｒ３取組状況

出前講座の実施（60回） ・出前講座を実施した。（１８回）
・広報誌を活用して防災知識の普及を図っ
た。

R3.7.31出前講座を実施。 ・報道機関との懇談会を開催
（令和3年6月9日、10月14日、12月10日）
水害をはじめとする防災知識の普及・啓発・周知を図るため、報道機関との連携強化を目的に開催。河川事
務所と共同でWeb開催し、広域多数の機関と効率的な意見交換を実施。
・令和3年6月15日　松江地区防災関係機関連絡会議に講師を派遣し、防災気象情報の利活用について講
演を行った。
・令和3年11月17,19日　松江市大庭公民館 公民館職員向け研修に講師を派遣し、大雨・台風に備えるため
の知識について講演を行った。
・令和4年2月27日　島根県ろうあ連盟・松江市聴覚障害者協会主催による聴覚障害者向け防災講座に講師
を派遣し、防災気象情報について講演を行った。

・県・市町村職員を対象とした水防研修
の実施
・新聞広告にR3.6.5掲載
・出前講座を実施
　○長寿園やくものお家(6/25)

平成30年度から

・出水期前に重要水防区域、危険な箇
所、水防資機材等について、河川管理
者・市・消防団等と共同点検
・危険箇所における避難勧告等の判
断に関する研修への参加
・河川管理者と協議し、出水時のパト
ロール重点範囲と体制の整備

・出水期前に重要水防区域、危険な箇所、
水防資機材等について、河川管理者・市・
消防団等と共同点検
・危険箇所における避難勧告等の判断に
関する研修への参加

・出水期前に重要水防区域、危険な箇
所、水防資機材等について、河川管理
者・市・消防団等と共同点検
・危険箇所における避難勧告等の判断に
関する研修の開催

Ｒ３取組状況

・出水期前に水防資機材の点検を実
施。

・出水期前に重要水防区域、危険な箇所、
水防資機材等について、河川管理者・消
防署・警察署・消防団等と確認を行った。

「危険な箇所」「重要水防区域」「水防資
機材」の共同点検を実施。（6月24日）

令和2年度から

・県の情報提供後、浸水実績等の周
知検討

・県の情報提供後、浸水実績等の周知検
討

・過去の浸水実績や簡易な方法を活用し
た浸水想定区域を関係市へ提供。
・役場等に係る河川を中心に対象河川を
調整

Ｒ３取組状況

・県の情報提供後、浸水実績等の周
知の検討

・過去の浸水箇所などについて、防災マッ
プに反映して周知した。 －

■要配慮者利用施設における確実な避難

平成28年度から継続
実施

・県管理河川の洪水浸水想定区域図
公表後、要配慮者利用者施設の見直
しを実施。
・対象施設に対し、出前講座の実施や
計画策定支援の説明会を実施。
・施設管理者、職員に対しての防災
メール登録の推進
・訓練の企画、実施の支援

・県管理河川の洪水浸水想定区域図公表
後、要配慮者利用者施設の見直しを実
施。
・避難確保計画策定の支援
・避難訓練実施の支援

・要配慮者利用施設の管理者が作成
した避難確保計画について、自治体担
当者から相談があれば技術的な助言
を行う。

・平成28年度施設管理者向け説明会の開催
・避難確保計画において防災気象情報を有効に活用する観点から助言

・平成28年度施設管理者向け説明会の
開催
・モデル施設で作成する避難確保計画を
協議会の場で共有
・市町村に対し、計画策定の支援方法等
に関する説明会を開催
・訓練実施の支援

Ｒ３取組状況

・福祉部局と連携し、引き続き計画未
提出施設に対する策定支援をおこなっ
た。
・対象施設数：１７３施設 内策定済 １４
７施設

・全施設を対象に説明会を開催して、計画
の作成支援を行った。（R３年度に対象施
設を追加）
・県管理河川対象施設：８１施設（うち策定
済　６７施設）

相談がなかったため未実施。 ・説明会及び避難確保計画作成に係る助言の依頼がなく、未実施。 要配慮者利用施設管理者向けの説明会
実施（松江圏域においては、市町村から
の技術的な支援要請なし）

圏域

水害リスクの高い重要水防区域、危険な
箇所の共同点検等

意宇川、
飯梨川、伯太川　他

要配慮者利用施設の管理者が策定する
避難確保計画作成及び訓練実施の支援

圏域10

6

7

水害危険性の周知促進 ―

8

9

水害リスクの高い箇所を監視する簡易
水位計等の整備

―

住民の水防災意識の向上に資する出前
講座や広報紙を活用した防災知識の普
及や訓練

-2-
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松江圏域県管理河川における減災対策協議会　（各機関における取組内容の詳細及び取組状況）

着色部は国協議会と同内容

松江市 安来市 出雲河川事務所 松江地方気象台 島根県

取組機関
備考主な取組項目 対象 目標時期

■被災すると社会経済に大きな影響を与える施設や基盤の保全を図る

毎年継続実施

・通水を阻害する堆積土砂や立木の
河川管理者への情報提供

・通水を阻害する堆積土砂や立木の河川
管理者への情報提供

・河川整備状況を共有
・河川改修、水門、排水施設の長寿命化
について計画的に実施
・通水を阻害する堆積土砂・立木の撤去
について関係市と調整し優先箇所を定め
て順次実施

Ｒ３取組状況

・通水を阻害する堆積土砂や立木の
河川管理者への情報提供

・通水を阻害する堆積土砂や立木の河川
管理者への情報提供

・河道掘削、立木伐採については、地元、
市町村の要望を踏まえて優先箇所につ
いて実施

毎年継続実施

・排水施設、排水資機材等の情報の
共有
・河川管理施設、河川占用施設の適
正な管理と点検

・排水施設、排水資機材等の情報の共有
・河川管理施設、河川占用施設の適正な
管理と点検

・水防連絡会等により、排水施設、排
水資機材等の情報の共有を行う。

・排水施設、排水資機材等の情報の共有
・長期にわたり浸水が継続し重要施設
（市町村庁舎等）が存する地域において
排水計画を作成
・河川管理施設、河川占用施設の適正な
管理と点検

Ｒ３取組状況

・松江市水防計画に基づき、排水施
設、排水機材の情報共有及び点検を
実施した。

・安来市水防計画により排水施設、排水機
材の情報を共有

水防連絡会等により排水施設、排水
資機材等の情報の共有を実施。

令和３年度水防計画により排水施設、排
水機材の情報共有

平成29年度から継続
実施

・浸水想定区域内の庁舎や災害拠点
病院等に対する情報伝達体制・方法
の情報共有
・浸水想定区域内の市庁舎の機能確
保のため、耐水化・非常用電源等の必
要な対策について、情報共有

・浸水想定区域内の庁舎や災害拠点病院
等に対する情報伝達体制・方法の情報共
有
・浸水想定区域内の市庁舎の機能確保の
ため、耐水化・非常用電源等の必要な対
策について、情報共有

・浸水想定区域内の庁舎や災害拠点病
院等に対する情報伝達体制・方法の情報
共有
・浸水想定区域内の市庁舎の機能確保
のため、耐水化・非常用電源等の必要な
対策について、情報共有

Ｒ３取組状況

浸水想定区域内の市庁舎の機能確保
のため、耐水化・非常用電源等の必要
な対策について、関係部署と情報共有
を実施。

・浸水想定区域内の市庁舎の機能確保の
ため、耐水化・非常用電源等の必要な対
策について、関係部署と情報共有 ―

13
市町村庁舎等の災害拠点施設の自衛水
防の推進

圏域

12 排水施設、排水資機材等の情報を共有 圏域

11
河川改修、堆積土砂の撤去等による洪
水氾濫を未然に防ぐ対策

圏域
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