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この資料は、自衛水防をご検討される事業所等の所有者又は管理者を対象に、自衛水防に
役立つ情報のご紹介と入手方法等についてまとめたものです。
水害時の対応や、避難確保・浸水防止計画の作成、訓練の実施等にお役立て下さい。

平常時

洪水時

【この資料の見方】

※上記の各段階に分けて、提供
可能な情報をご紹介しています。



（１）平常時の情報提供

2



（１）平常時の情報提供 ～①浸水想定区域について～
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①複数の破堤箇所を
想定します。

破堤箇所

浸水想定区域図の作成手順

○平常時から、浸水が想定される区域と、その浸水深を事前にお知らせすることで、避難確保や浸水防止
に役立てていただくため、国又は都道府県では「浸水想定区域」を公表しています。

②それぞれの最大浸水域を計算します。

③浸水域を重ね合わせます。

河川の洪水防御
のための計画の
基本となる降雨で
計算

時間の経過によっ
て氾濫域は異なり
ますので、最大浸
水域を計算してい
ます。

「洪水予報河川」： 水位等の予測が技術的に可能な、流域面積が大きな河川「洪水予報河川」： 水位等の予測が技術的に可能な、流域面積が大きな河川

「水位周知河川」： 流域面積が小さく、洪水予報を行う時間的余裕がないため、
あらかじめ定めた水位の到達情報を周知する河川

「水位周知河川」： 流域面積が小さく、洪水予報を行う時間的余裕がないため、
あらかじめ定めた水位の到達情報を周知する河川

浸水想定区域を
作成する対象河川

④浸水想定区域の公表



《参考》～福島河川国道事務所HPトップページからの情報提供①～

阿武隈川水系（阿武隈川上流）の浸水想定区域図、時系列
洪水氾濫シミュレーションをはじめとする各種の防災情報
を提供しています。

福島河川国道事務所HP トップページ
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防災のページ

クリッククリック

☆

☆



（１）平常時の情報提供 ～②浸水想定区域の公表状況について～
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○福島河川国道事務所のホームページでは阿武隈川上流（福島県側）の『浸水想定区域図』を公表しています（関係市町村：福島市、二本
松市〔旧安達町含〕、郡山市、須賀川市、伊達市〔旧梁川町、旧伊達町、旧保原町〕、本宮市〔旧白沢村含〕国見町、桑折町、玉川村） 。

○洪水防御の計画の基本となる降雨により、河川が氾濫した場合の区域と水深が確認できます。

浸水想定区域図の公表

例：福島市腰浜町 ～ 福島市本内



（１）平常時の情報提供 ～③浸水想定区域の多様な提供方法～
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・阿武隈川上流（福島県区間）では、『浸水想定区域図』の公表の他、浸水想定区域と同条件で検討
した時系列データを基に、『時系列洪水氾濫シミュレーション』の提供を行っています。

福島河川国道事務所HP内の以下のアドレスにて時系列氾濫シミュレーションがご覧い

ただけます。

http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/simulation/index.html

破堤３０分後の浸水想定区域 破堤６時間後の浸水想定区域 破堤９時間後の浸水想定区域

阿武隈川水系（阿武隈川上流）
時系列洪水氾濫シミュレーション

阿武隈川左岸（福島市腰浜町地内）で破堤した場合のシミュレーション（例）

破堤地点を選択

破堤30分後の
浸水想定区域

破堤６時間後の
浸水想定区域

破堤９時間後の
浸水想定区域



（２）洪水時の情報提供
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（２）洪水時の情報提供～①基準水位観測所における設定水位の意味～

水防団待機水位

水位

4
（危
険
）

2
（注
意
）

3
（警
戒
）

1

5

レベル

はん濫の発生

はん濫危険水位

避難判断水位

はん濫注意水位

（特別警戒水位）

8

・国や都道府県では、洪水時において、予め定められた水位観測所における水位の情報を提供して
います。この予め定められた水位観測所を「基準水位観測所」といいます。

・基準水位観測所毎に、災害発生の危険度に応じた基準水位が設定されています。

基準水位観測所における設定水位の意味
（危険な箇所で設定した以下の水位を、基準水位観測所地点の水位に置き換えて設定）

【氾濫注意水位】：住民に対し、氾濫に関する情報への注意を喚起するための水位

（水位設定の考え方：以下を参考に設定）
①河道を設計する場合に基本となる流量（計画高水流量）の５割程度の流量時に達する水位
②平均低水位から計画高水位までの低い方から6割の水位
③3年に１回程度生じる水位
④未改修部では平均低水位から計画堤防高までの5割程度の水位

⑤融雪出水の多い河川、急流河川では①～④より低く定めることが多い。

【避難判断水位】住民の避難判断の参考となる水位

・氾濫注意水位を超える水位で、氾濫危険水位から情報伝達、避難に要するリードタイムを考慮して設定

【氾濫危険水位】洪水により相当の家屋浸水等の被害を生ずる氾濫の起こる恐れがある水位
（水位設定の考え方）
【整備済の堤防河川】 堤防等の構造の基準となる水位（計画高水位）

（堤防高さから、洪水時の風浪等を考慮した高さ（余裕高)を差し引いた位置）
【整備途上の堤防河川】 堤防の低い箇所の堤防高さ－洪水時の風浪等を考慮した高さ（余裕高)
【堤防がない堀込河川】 背後の地盤高

氾濫注意水位

氾濫危険水位

リ
ー
ド
タ
イ
ム

（警戒水位）

避難判断水位



（２）洪水時の情報提供～②基準水位観測所の意味（区間代表性）～
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・各基準水位観測所にはそれぞれ受け持ち区間があります。

・基準水位観測所の水位は、受け持ち区間内の堤防の低い地点で決まっていますので、水位の情報は、
観測所地点の情報（点の情報）ではなく、受け持ち区間の情報（線の情報）として見る必要があります。

※関東地方整備局資料



（２）洪水時の情報提供～③水位情報と住民に求められる行動～

水防団待機水位

水位

4
（危
険
）

2
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意
）

3
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戒
）

1

5

レベル

はん濫の発生

はん濫危険水位

避難判断水位

はん濫注意水位

逃げ遅れた住民の救助等

市町村の対応

避難勧告等の発令

(各自治体の実情により）

避難準備情報の発表
(各自治体の実情により）
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避難行動に時間を要
する方は避難を開始

通常の避難行動がで
きる方は避難を開始

住民に求められる行動

住民の避難完了

阿武隈川 氾濫発生情報

阿武隈川 氾濫危険情報

阿武隈川 氾濫注意情報

阿武隈川氾濫警戒情報

洪水予報で発表される情報

・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が
見込まれるとき

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満
の状態が継続しているとき

・避難判断水位に達したが、水位の上昇が見込
まれないとき

・氾濫危険水位に達すると見込まれるとき
・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が
見込まれるとき

・氾濫危険水位に到達したとき
・氾濫危険水位以上の状態が継続しているとき

・氾濫が発生したとき
・氾濫が継続しているとき

氾濫注意水位

氾濫危険水位

氾濫の発生

避難判断水位

・洪水予報河川では、洪水の予報を行っており、発表する情報としては、「氾濫注意情報」、「氾濫
警戒情報」「氾濫危険情報」、「氾濫発生情報」の４つがあります。

・水位周知河川では、基準水位に到達した旨の情報が発表されます。



《参考》～福島河川国道事務所HPトップページからの情報提供②～

・阿武隈川水系（阿
武隈川上流）の水位
雨量などの情報がリ
アルタイムで確認出
来ます。「川の防災
情報」や「福島県河
川総合情報システム」
へのリンクが張られて
います。

・ＸＲＡＩＮで集中豪雨
や局所的な大雨（いわ
ゆるゲリラ豪雨）をほ
ぼリアルタイムで確認
出来ます。

福島河川国道事務所HP トップ画面
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（２）洪水時の情報提供～④福島県内における河川情報提供のご紹介～

・福島河川国道事務所HPでは阿武隈川水位・雨
量概況で福島県内の阿武隈川の水位や雨量を
リアルタイムで確認できます

・福島県河川総合情報システムでは、福島県内で
観測している水位・雨量の情報をリアルタイムで
確認できます

福島県河川総合情報システム
http://kaseninf.pref.fukushima.jp/gis/

福島河川国道事務所HP
http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima

                                                                                                                                       /abukuma_gaikyou/suii.html
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http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/abukuma_gaikyou/suii.html


（２）洪水時の情報提供 ～⑤「川の防災情報」サイトのご紹介～
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・「川の防災情報」サイト（パソコン、携帯電話）で、洪水予報等の情報を入手することができます。

河川（国管理、都道
府県管理）における
現在の水位と基準水位
との関係を表示

水位

洪水予報等

レーダ雨量

トップ画面

<川の防災情報>
【パソコン】http://www.river.go.jp/
【携帯】 http://i.river.go.jp/

水位情報

【洪水予報文】
○川の○○水位観測所（○○

市）では、○日○時00分頃に、は

ん濫危険水位（レベル４）に到達し
ました。川沿いの○○市のうち、
堤防の無い、または堤防の低い箇
所などでははん濫するおそれがあ
りますので、各自安全確保を図る
とともに、市町村からの避難情報
に注意して下さい。

河川（国管理）に
おける洪水予報等
の発表状況を表示

（都道府県管理の河川に
ついても、各都道府県の
河川情報ＨＰへのリンク

により閲覧可能）

雨量強度と
時系列での
雨域の移動
の把握が可能



（２）洪水時の情報提供 ～⑥ＸＲＡＩＮ（国土交通省ＸバンドＭＰレーダ）のご紹介～

直接入力
http://www.river.go.jp/
xbandradar/

または XRAINで検索！

情報を見たい地域を選択
（地図上の四角をクリック）

さらに任意の地点をクリック
すると、周辺地域を拡大

その地域の詳しい雨量情報

地域全体の雨量情報

トップページ

高
頻
度
（5
倍
）

高
分
解
能
（16
倍
）

【既存レーダ】

（Ｃバンドレーダ）

・最小観測面積：
１ｋｍメッシュ

・配信周期： 5分
・観測から配信に
要する時間：
5～10分

【ＸＲＡＩＮ】

（ＸバンドＭＰレーダ）

・最小観測面積：
250ｍメッシュ

・配信周期： 1分
・観測から配信に
要する時間：
1～2分

＜XRAINの特徴＞

＜XRAINの配置・監視エリア＞
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・国土交通省では、従来の広域レーダに加え、より早く、より詳細に観測できる、ＸRAIN
（XバンドＭＰレーダによる雨量観測情報の提供を行っています。

※円は半径60kmの定量観測範囲を示す。

観測レーダサイト観測レーダサイト

（伊達）（伊達） レーダーアンテナレーダーアンテナ
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（２）洪水時の情報提供 ～⑦「地デジによる河川情報の提供」のご紹介～

・地上デジタルテレビのデータ放送で河川情報（雨量・水位）を入手することができます。
・「ＮＨＫ」、「国土交通省」、｢福島県｣の協働により、以下の画面が提供されています。



（２）洪水時の情報提供 ～⑧ PUSH型情報提供事例（お知らせメール）のご紹介～
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・「お知らせメール」に登録すると、お住まいの地域に関する降雨や河川の水位に関する情報を
メールでお知らせします。



（３）洪水予報河川及び水位周知河川一覧
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（３）洪水予報河川及び水位周知河川一覧
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【別表の記載項目】

・河川管理者である地方整備局・都道府県、事務所の名称

・水系名・河川名、洪水予報河川／水位周知河川の別

・基準水位観測所（観測所名、所在地、受け持ち区間、氾濫による浸水が想定される地区）

・浸水想定区域の提供情報（全体図、地点別、時系列、動画、WEBサイトアドレス）

・氾濫発生時の提供情報

> 対象降雨 （浸水想定区域の設定に用いる降雨で計算、氾濫発生時の実績降雨・予測雨量等で計算）
> 時系列情報の有無
> 提供媒体 （記者発表、ホームページ、その他）

・ PUSH型情報提供 （提供の有無、提供内容（雨量、水位、洪水予報）、WEBサイトアドレス）

全国の洪水予報河川及び水位周知河川について、下記の項目の一覧を別表でまとめて
おります。

上記別表をはじめ、自衛水防に役立つ情報は、以下のWEBサイトから入手できます。
http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/index.html



（（３３）洪水予報河川及び水位周知河川一覧）洪水予報河川及び水位周知河川一覧〈〈別表①：阿武隈川水系国管理区間別表①：阿武隈川水系国管理区間〉〉
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（（３３）洪水予報河川及び水位周知河川一覧）洪水予報河川及び水位周知河川一覧〈〈別表別表②②：阿武隈川水系県管理区間：阿武隈川水系県管理区間〉〉
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（４）災害情報普及支援室
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（４）災害情報普及支援室
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○事業所等の自衛水防に関するご相談は、「災害情報普及支援室」までお問い合わせ下さい。

相馬 邦彦水防企画係

半谷 和彦水防企画係長

スタッフ

大平 知秀調査第一課長担当課長

０２４－５３９－６１２７
（調査第一課直通）

畠山 浩晃副所長（技術河川）室長

福島河川国道事務所
（阿武隈川上流）

福島県
福島市

問い合わせ先氏名役職構成事務所所在地


