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主なハード対策

•⽶代川災害復旧事業 （河道掘削、浸⽔家屋対策、堤防強化）
•阿仁川災害復旧助成事業 （築堤、河道掘削、橋梁架替等）
•砂⼦沢ダム建設事業 （平成22年9⽉竣⼯）
•森吉⼭ダム建設事業 （平成24年3⽉竣⼯）
•内⽔対策関係⼯事 （⼭本・北秋⽥地域振興局管内）

主なソフト対策

•重要⽔防箇所の点検、⽶代川流域内合同危機管理演習
•情報提供 （巡回パネル展、阿仁川復旧ニュース等）
•まるごとまちごとハザードマップ （能代市中川原、能代⼯業団地）
•能代市 （洪⽔・内⽔・津波ハザードマップの作成）
•北秋⽥市（洪⽔ハザードマップ、災害時要援護者避難⽀援
• システム構築、エリアメールの導⼊）
•⼤館市 （洪⽔ハザードマップ、緊急時情報メール構築、

避難所開設運営マニュアル策定、エリアメールの導⼊）
•⿅⾓市 （洪⽔ハザードマップ、避難所開設運営マニュアル策定

エリアメールの導⼊、災害時要援護者避難⽀援システム）

1⽶代川のこれまでの取り組み「総合的な治⽔対策協議会」

 平成19年9⽉洪⽔を契機に、安全で安⼼して住める地域とするため、⽶代川に関係する4市町の呼びかけで、市・県・国が
⼀堂に会し、「⽶代川の総合的な治⽔対策に関する懇談会」を開催し、市・県・国が連携かつ役割を分担して実施する
ハード及びソフト対策による「総合的な治⽔対策」を検討することとなった。

総合的治⽔対策計画の基本⽅針
① 平成19年9⽉17⽇洪⽔と同程度の規模の洪⽔に対し、ハード・ソフト

を⼀体的に取り組み、再度災害の防⽌及び軽減を図る。

② ⼈命の安全を確保し住家への浸⽔を防⽌する。

③ 普段の備えを着実に実施し、市⺠の⽬線に⽴ち、きめ細かな治⽔対策
とする。

④ ⽔害に対して⾃助、共助、公助の精神に則り、住⺠と市・県・国が⼀丸
となった多様な取り組みを促進する。

平成19年11⽉20⽇
｢第1回⽶代川の総合的な

治⽔対策検討会｣ これまで5回の協議会と7回の幹事会、21回の検討会
を開催。



2⽶代川・阿仁川災害復旧事業の竣⼯とその後の協議会

平成19年から県・国が上下流⼀体となって進めてきた災害復旧事業が平成24年3⽉に完成。
平成24年6⽉9⽇に秋⽥県、関係⾃治体、国の合同開催による竣⼯式が執り⾏われた。

←⽶代川・阿仁川災害復旧竣⼯除幕式の状況

佐⽵秋⽥県知事 津⾕北秋⽥市⻑ ⿑藤能代市⻑

平成23年度以降の「⽶代川の総合的な治⽔対策に関する協議会」の実施⽅針を以下のとおり定めた。

●平成19年11⽉3⽇に⾏われた第１回懇談会で確認された内容
１．緊急的な治⽔対策として、甚⼤な被害が発⽣した⽀川阿仁川と計画⾼⽔位を⻑期間にわたり⼤幅に超えた⽶代川の中・下流部の河川

改修を速やかに実施する必要がある。また、⽶代川上流部においても氾濫被害が各所で発⽣しており、早急な対策が必要にある。
国と県は、４市協⼒のもとその実施について、最⼤限の努⼒を⾏う。

２．中期的な対策として、今回の洪⽔氾濫特性を踏まえ、再度災害防⽌に向けて市・県・国が連携且つ役割を分担して実施するハード及び
ソフト対策による「総合的な治⽔対策」を検討していく。
この具体的検討の場として、市・県・国からなる「⽶代川の総合的な治⽔対策に関する協議会」を設⽴する。

上記１．となるハード施策として進めてきた国及び県の災害復旧事業が平成23年度をもって完成したこと、上記２．となる中期的なハード
及びソフト施策についてもほぼ全ての項⽬について対応されていることなどから、当初の⽬的は達成され、今後は継続的に実施するソフト施策
（訓練や広報など）について検討していくこととする。



都道
府県 市区町村 地点名 降⽔量

(mm)
① 宮城県 栗原市 鴬沢(ｳｸﾞｲｽｻﾞﾜ) 194.5
② 宮城県 加美郡加美町 加美(ｶﾐ) 238.0
③ 宮城県 仙台市泉区 泉ケ岳(ｲｽﾞﾐｶﾞﾀﾞｹ) 293.0
④ 宮城県 刈⽥郡蔵王町 蔵王(ｻﾞｵｳ) 180.5
⑤ 福島県 南会津郡南会津町 南郷(ﾅﾝｺﾞｳ) 161.5
⑥ 福島県 南会津郡南会津町 舘岩(ﾀﾃｲﾜ) 262.0
⑦ 茨城県 古河市 古河(ｺｶﾞ) 247.0
⑧ 栃⽊県 ⽇光市 五⼗⾥(ｲｶﾘ) 551.0
⑨ 栃⽊県 ⽇光市 ⼟呂部(ﾄﾞﾛﾌﾞ) 444.0
⑩ 栃⽊県 ⽇光市 今市(ｲﾏｲﾁ) 541.0
⑪ 栃⽊県 ⿅沼市 ⿅沼(ｶﾇﾏ) 444.0
⑫ 栃⽊県 宇都宮市 宇都宮(ｳﾂﾉﾐﾔ) 251.5
⑬ 栃⽊県 佐野市 葛⽣(ｸｽﾞｳ) 216.5
⑭ 栃⽊県 栃⽊市 栃⽊(ﾄﾁｷﾞ) 356.5
⑮ 栃⽊県 ⼩⼭市 ⼩⼭(ｵﾔﾏ) 268.5
⑯ 埼⽟県 越⾕市 越⾕(ｺｼｶﾞﾔ) 238.0

観測史上1位を更新した地点

出典：気象庁公表資料（速報）より

※アメダス観測値による統計

3平成２７年９⽉ 関東・東北豪⾬災害の発⽣（降⾬概要）

台⾵第18号及び台⾵から変わった低気圧に向かって南から湿った空気が流れ込んだ影響で、特に関東地⽅と東北地⽅
では記録的な⼤⾬となった。

9⽉10⽇から11⽇にかけて、16地点※で、最⼤24時間降⽔量が観測史上1位を記録した。



4

4関東・東北豪⾬災害の発⽣（堤防決壊に伴う氾濫流による家屋の倒壊・流失）



5新たなステージに対応した防災・減災に向けて（⽔防災意識再構築ビジョン）

●平成27年9⽉に関東・東北豪⾬災害が発⽣し、常総市の⻤怒川等では堤防が決壊し、甚⼤な被害が発⽣。
●こうした同様の豪⾬災害が全国のどこで発⽣してもおかしくないという認識のもと、全ての直轄河川とその沿川市町村において、

新たに「⽔防災意識再構築ビジョン」としての取り組みを⾏うこととした。
〈ソフト対策〉 ・住⺠が⾃らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実⾏性のある「住⺠⽬線のソフト対策」へ転換し、平成28年度出⽔期

までを⽬途に重点的に実施。

〈ハード対策〉 ・「洪⽔を安全に流すためのハード対策」に加え、氾濫が発⽣した場合にも被害を軽減する「危機管理型ハード対策」を導⼊し、
平成32年度を⽬途に実施。

各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して減災の為の⽬標を共有し、
ハード・ソフト対策を⼀体的・計画的に推進する。



6新たなステージに対応した防災・減災に向けて（⽔防災意識再構築ビジョン）



7新たなステージに対応した防災・減災に向けて（⽔防災意識再構築ビジョン）



8新たなステージに対応した防災・減災に向けて（⽔防災意識再構築ビジョン）



9⽶代川⼤規模氾濫に関する減災対策協議会（仮称）

平成２７年９⽉の関東・東北豪⾬で⼤規模な浸⽔被害が発⽣したことを踏まえ、⽶代川においても地域全体による住⺠
⽬線のソフト対策など「⽔防災意識社会」を再構築することを⽬的として、「⽶代川の総合的な治⽔対策協議会」を発展的
に改組し、「⽶代川⼤規模氾濫に関する減災対策協議会（仮称）」を設⽴。

米代川の総合的な治水対策協議会 米代川大規模氾濫に関する減災対策協議会

能代市長

北秋田市長

大館市長

鹿角市長

秋田県 建設部長

国土交通省
東北地方整備局

能代河川国道
事務所

能代市長

国土交通省
東北地方整備局

能代河川国道
事務所

気象庁 秋田地方気象台長

秋田県

総務部 危機管理監
建設部長
山本地域振興局長
北秋田地域振興局長
鹿角地域振興局長

北秋田市長

大館市長

鹿角市長

※赤字は追加となる委員



10⽶代川⼤規模氾濫に関する減災対策協議会で確認する⽬標と取組み（案）

⽶代川では平成２７年の関東・東北豪⾬等での教訓を踏まえ、平成１９年洪⽔を契機に取り組んできた「総合的な治⽔対策」１０年の節⽬にさら
に発展させ、⽶代川で発⽣しうる⼤規模⽔害に対し、『「逃げ遅れない」「備える」「早期の回復」』することにより氾濫被害の最⼩化を⽬指す。

※逃げ遅れない・・・⽴ち退き避難が必要な地域から安全に避難すること
※備える・・・危険箇所の把握や確実な避難等により被害を最⼩化するための体制
※早期の回復・・・被災した際に早期に元の⽣活を取り戻すこと

●５年間で達成する⽬標

１．住⺠が⾃ら安全に避難するための取り組み
２．災害時に⼈命と財産を守る⽔防体制の強化
３．⼀刻も早く⽇常⽣活を取り戻すための取り組み

●⽬標に向けた３本柱

●⽬標を達成するための具体的な取り組み項⽬
１．住⺠が⾃ら安全に避難するための取り組み
（１）リスク情報の周知や防災教育・訓練等に関する事項

①⽶代川流域内合同危機管理演習の実施
⇒災害時の連絡体制の確認と最新の防災システムへの対応【継続】

②教育機関等と連携した防災教育の拡充 ⇒モデル校への⽀援【新規】
③ハザードマップの改良
⇒避難⾏動に直結したわかりやすいハザードマップの作成【継続】

④浸⽔想定区域図及び氾濫シミュレーションの公表 【継続】

（２）発災時の迅速かつ確実な避難に関する事項
①タイムラインの検証と改善

⇒作成したタイムラインの改善（要配慮者からの⽬線）【継続】
②リアルタイムな情報共有（⽔位、避難情報等）
⇒各市でエリアメールの導⼊や防災無線の活⽤による住⺠への周知【継続】

２．災害時に⼈命と財産を守る⽔防体制の強化
①⽔防団等の重要⽔防箇所の合同巡視 ⇒⾸⻑と住⺠の参加【継続】
②⽔防資機材等の整備 ⇒情報共有【継続】
③⼤規模⽔害を想定した実働的な⽔防訓練の実施

⇒各⾃治体による⽔防訓練【継続】

３．⼀刻も早く⽇常⽣活を取り戻すための取り組み
①住⺠参加の防災訓練

⇒関係機関、住⺠参加の防災訓練（防災拠点の活⽤）【継続】
②排⽔ポンプ施設の排⽔訓練の実施

⇒排⽔施設の点検と排⽔訓練の実施【継続】



※今後実施する項目は 破線 で表示

・施設機能の理解
・復旧の見通し

住⺠が⾃らリスクを察知し主体的に避難するためのソフト対策（イメージ） 11

「住⺠⽬線のソフト対策」 国・県 市 地域住民

米代川流域内合同危機管理演習の実施

防災教育の支援

重要水防箇所合同巡視

水防資機材の整備

防災拠点を活用した防災訓練

排水訓練

「逃げ遅れない」

リスク情報の周知
防災教育・訓練等への⽀援

迅速かつ確実な避難

「備える」

「早期の回復」

⼈命と財産を守る
⽔防体制の強化

⽇常⽣活を取り戻す

浸水想定区域の公表 ハザードマップの改良提供

重要水防箇所の設定

水防資機材の整備情報共有

情
報
提
供

提供 防災意識の向上

避難のための情報
・リスク情報の取得
・避難経路の確認
・危険箇所の確認

・etc・・・

自宅周辺の危険
箇所の把握

タイムラインの改善 情報共有

水位・雨量・洪水予報 リアルタイムな情報提供

避難勧告
指示

住民参加

実働的な水防訓練

モデル校での防災教育提供支援

実働的な水防訓練 住民参加 ・大規模災害時の
確実な避難

・避難行動の確認
住民参加

情報共有 排水訓練 提供情報提供

タイムラインの改善

情報提供

合同訓練



12⽶代川⼤規模氾濫に関する減災対策協議会のスケジュール（案）

スケジュール（案）

○準備会（平成28年3⽉17⽇開催）
⇒第１回協議会、第１回幹事会の進め⽅の共有

○第１回幹事会（平成28年６⽉）
⇒現状の取り組み状況の共有
⇒今後の取り組み案についてのとりまとめ

○第１回協議会（平成28年4⽉25⽇）

⇒現状の⽔害リスクや取り組み状況の共有
⇒次期出⽔期までの取り組みの共有
⇒減災⽬標
⇒減災⽬標を達成するための各主体の取り組み

について

○第2回協議会（平成28年８⽉）

⇒各主体の取り組み⽅針の決定・共有

※毎年出⽔期前に開催

○第２回幹事会（平成28年７⽉）
⇒取り組み⽅針（案）作成

○第３回協議会（平成2９年出⽔期前）


