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資料－３ 

減災対策協議会

鳴瀬川等⼤規模氾濫時の



タイムラインの改善（⾒直し・検証等）【H28年度の取組】

○タイムラインに基づく初動マニュアルの作成。
○タイムラインの見直し、検証を実施。
○避難勧告発令基準の作成・見直しを実施。
○タイムラインの住民説明会の実施。

（東松島市・大崎市・富谷市・大衡村・色麻町・涌谷町・美里町・石巻市・栗原市・登米市で実施）

ハザードマップ等の作成・周知 【H28年度の取組】

○浸水想定区域を図面化したものを避難所等への掲示や地域防災計画の修正及び防災マップの全戸配布を実施。
（大崎市・松島町・大衡村・加美町で実施）

－大衡村の洪水防災マップ－ －加美町の住民に毎戸配布した防災マップ－

出典：加美町提供資料出典：大衡村ＨＰ

－大崎市L2想定で新たにハザードマップ作成－

出典：大崎市HP

－大崎市のタイムラインの例－

減災対策協議会

鳴瀬川等⼤規模氾濫時の

減災対策協議会

鳴瀬川等⼤規模氾濫時の

－涌谷町とのタイムラインに基づく情報伝達訓練の様子－
・課題であった夜間の住民避難への対応のため、タイムラインの初動体制を見直しているところ
・安全な避難ができる明るい時間帯に「避難準備情報」を発表。住民に早め早めの避難を促した

1



防災⾏政無線⼾別受信機や防災ラジオ等の配布 【H28年度の取組】

○デジタル防災無線の整備、戸別受信機の計画・更新・配布を実施。
○防災無線のダイヤルサービスやメール配信サービスの実施。
○防災ラジオ整備の検討・利用を実施。
○コミュニティFM中継局の整備。

（東松島市・大崎市・松島町・大和町・大郷町・大衡村・色麻町・
加美町・涌谷町・美里町・石巻市・栗原市・登米市で実施）

－大郷町の防災行政無線（親局）使用の様子－

出典：大郷町HP

－大和町ホームページでのテレフォンサービス案内－

出典：大和町HP

出典：大郷町提供資料

－大郷町の戸別受信機貸付希望者の為の契約書－

減災対策協議会

鳴瀬川等⼤規模氾濫時の

出典：大郷町提供資料

－防災行政無線戸別受信機の写真（松島町）－

出典：松島町提供資料

－大郷町の戸別受信機貸付希望者の為の申請書－
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⽔防災教育・出前講座等を活⽤した講習会等の実施【H28年度の取組】 減災対策協議会

鳴瀬川等⼤規模氾濫時の

石巻市出前講座を実施

○NPO法人の防災士会宮城の講師による講話や水防に関する講習会を実施。
○町の防災担当職員・自主防災組織による小中学校への意見交換会・講義・出前講座を実施。

（東松島市・大崎市・富谷市・松島町・大郷町・涌谷町・美里町・石巻市・登米市で実施）

出典：石巻市提供資料

－石巻市が出前講座を実施－ －登米市での分流施設見学会の様子－

独⾃の気象観測システムの整備を実施 【H28年度の取組】

○旧自治体単位での気象観測を独自で行う為、仙台管区気象台と協力し、気象観測システムとして整備を実施。
（大崎市で実施）

出典：大崎市HP

リアルタイム情報を表示可能

雨量帳票表示
（時・日・月・年報及び累計雨量）

注意報警報表示
（気象庁発表）

雨量グラフ表示
（時・日・月・年報グラフ）

選択した地点の風向風速情報及び日雨量や時間雨量等も表示可能 風速・気温・湿度等の気象グラフも表示可能（日報・月報・年報）

土砂災害：
過去最大６時間前から
現在までの土砂災害
情報を地図上に表示可能

雨雲表示：
過去最大２時間から予想
最大６時間後までの雨雲
情報を地図上に表示可能

大崎市内のリアルタイムの
風向風速情報を表示。

減災対策協議会

鳴瀬川等⼤規模氾濫時の
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⽔防団等（関係機関）に関する取組 【H28年度の取組】

○水防に関する講習会の実施や水防団にトランシーバーを配布し、通信訓練及び水防訓練（土のう積み）を実施
○移動型無線機の配備と団員登録メールによる連絡体制の構築及び緊急メールシステムの整備を実施。
○町・自治会・水防団が連携し加入促進・募集を実施。また、全行政地区での自主防災組織の立ち上げも実施。
○町・自治会・水防団が連携し加入促進・募集を実施。また、全行政地区での自主防災組織の立ち上げも実施。

（東松島市・大崎市・富谷市・松島町・大和町・大郷町・大衡村・色麻町・
加美町・涌谷町・美里町・石巻市・栗原市・登米市で実施）

減災対策協議会

鳴瀬川等⼤規模氾濫時の

－防災教育資料として配付したマンガ－

石巻工業高等学校、貞山小学校等と石巻市参加による水防広報合同訓練を実施

－小学生による積土のう工体験の様子－－高校生と職員による土のう作成の様子－

美里町参加による重要水防箇所合同巡視を実施

－現場巡視の様子－

－巡視後の意見交換会の様子－

松島町で消防団も参加した水防訓練を実施

－土のう作成･土のう積みの様子－

－土のう作成･土のう積みの様子－

出典：松島町提供資料

出典：松島町提供資料
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○自主防災組織・地元企業・広域消防等参加による複合・総合防災訓練の実施や避難所開設訓練及び対策本部連
絡室での自助訓練を実施。

（東松島市・大崎市・富谷市・大衡村・色麻町・加美町・美里町・石巻市・栗原市で実施）

地域住⺠が参加する共同点検や避難訓練の実施 【H28年度の取組】

－石巻市の防災訓練の様子－

出典：石巻かほく

－大崎市の広報誌による地域住民参加への促進－

出典：大崎市広報
出典：大衡村広報

－大衡村の総合防災訓練の様子が広報誌に掲載－

減災対策協議会

鳴瀬川等⼤規模氾濫時の
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H29年度 減災に関する取組予定（２／２）

タイムラインに基づく実践的な訓練 市長・区長が参加する防災訓練を実施予定

水防災教育・出前講座等を活用した講習会等の実施 小中学校等に対しての出前講座を実施予定

水防団等同士の連絡体制の再確認の実施

絆交流促進協議会での災害防災協定を締結

■平時における住民等への周知・防災教育・訓練に関する取組

■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化に関する取組

業者も参加した総合防災訓練を実施予定

水防団との情報伝達訓練を実施予定

水防団等の募集・指定の促進を実施
役場から水防団等の勧誘活動を実施予定

H29年度 減災に関する取組予定（１／２）

タイムラインの改善（見直し・検証等） タイムラインの見直しに基づき実効性の検証及び
避難指示勧告の発令基準決定を実施予定

ハザードマップの作成・周知 浸水想定区域を基に新たなハザードマップを作成予定
洪水ハザードマップを市民（全戸）へ周知・配布を予定

まるごとまちごとハザードマップの整備 まるごとまちごとハザードマップの作成を検討・実施予定

緊急エリアメールの他に登録制の
配信メールの整備を実施予定

防災行政無線戸別受信機や防災ラジオ等の配布

戸別受信機、防災行政無線と合わせて
テレフォンサービスを整備予定

防災ラジオ設置に向け調査し、難聴エリアの調査も実施予定

防災アプリを活用した防災情報伝達環境の整備及び
防災無線無料ダイヤルサービスの回線増設を実施予定

避難計画の作成及び訓練の促進 地域防災計画の見直しに合わせ
要配慮者の戸別避難計画を作成予定

■洪水時の速やかな情報伝達及び避難計画等に資する取組

東松島市・大崎市・富谷市・松島町・大和町・大郷町・色麻町
加美町・涌谷町・美里町・石巻市・栗原市・登米市

東松島市・大崎市・富谷市・松島町・大和町・大衡村・色麻町
加美町・涌谷町・美里町・石巻市・栗原市・登米市

東松島市・大崎市・富谷市・松島町・大郷町・涌谷町・美里町・石巻市・登米市

東松島市・大崎市・大和町・大衡村・色麻町・加美町・涌谷町・栗原市・登米市

大郷町・色麻町・加美町・涌谷町・美里町・石巻市・栗原市・登米市

東松島市・大崎市・松島町・大和町・大郷町・大衡村
色麻町・加美町・涌谷町・美里町・石巻市・栗原市・登米市

色麻町・加美町・栗原市・登米市

東松島市・大崎市・松島町・大郷町・涌谷町・美里町・石巻市・栗原市・登米市

東松島市・大崎市・富谷市・松島町・大和町・大衡村・色麻町・涌谷町・美里町・石巻市・登米市

減災対策協議会

鳴瀬川等⼤規模氾濫時の

減災対策協議会

鳴瀬川等⼤規模氾濫時の
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北上川下流河川事務所 

平成 29 年度の主な取組内容（鳴瀬川等・北上川下流等） 
 

【ハード対策】 
１． 洪水氾濫を未然に防ぐ対策【鳴瀬川・吉田川・江合川・北上川】 

○堤防整備・河道掘削・堤防の浸透対策の継続実施 
 

２． 危機管理型ハード対策【鳴瀬川・江合川・北上川・旧北上川】 
○堤防天端の保護・堤防裏法尻の補強の継続実施 

 
３． 避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 

○簡易アラートの試験継続及び仕様書（案）作成。各自治体等に周知。 
 （鳴瀬川等・北上川下流等） 
○簡易水位計の設置（水害リスクの高い箇所） 
 （鳴瀬川等・北上川下流等） 
○CCTV の整備（H28年度中に竹林川新田橋付近へ設置） 

（鳴瀬川等） 
 

【ソフト対策】 
１． 住民の主体的で安全な避難を促す日頃からのリスクコミュニケーション 
〈洪水時〉 

○ダム・国道情報も含めた防災情報を集約したポータルサイトの整備・・・別紙 1 
 （鳴瀬川等・北上川下流等） 
○プッシュ型洪水情報の発信                  ・・・別紙 2 
 （鳴瀬川等・北上川下流等） 

〈平時〉 
○タイムラインに基づく訓練（H28 年度は涌谷町と実施） 
（鳴瀬川等・北上川下流等） 

○小中学校等における水防災教育・出前講座等を活用した講習会等の継続実施 
（鳴瀬川等・北上川下流等） 

 
２． 発災時に人命を守る水防活動の強化 

○重要水防箇所の合同巡視の継続実施（鳴瀬川等・北上川下流等） 
（新たに県管理区間（身洗川・南沢川等）を含めた合同巡視を実施予定） 

 
３． 一日も早く日常を取り戻すための排水活動の強化等の取組 

○大規模水害緊急排水計画（案）の検討（鳴瀬川等・北上川下流等） 
○排水ポンプ車を用いた排水訓練の実施（鳴瀬川等・北上川下流等） 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

5

国が持つ静的・動的な情報を地図上に集約
流域の状況が一目でわかる、自治体の意思決定支援に資する情報を一元的に提供

防災情報ポータルサイトについて （イメージ）
国土交通省 東北地方整備局
北上川下流河川事務所

防災情報ポータルサイト

市町村を選択して、当該市町
村を含む範囲をワンクリック
で表⽰可能。

地理院地図を利⽤し、地図と航
空写真で背景表⽰を切り分ける
（拡⼤縮⼩も可能）

地図上に、危険箇所、CCTV位
置、⾬量・⽔位観測所位置、
受け持ち区間を選択して表⽰
可能。

洪⽔予報・⽔防警報：

CCTVカメラ、地上⾬量、⽔位、ホット
ライン情報について、詳細情報を表⽰す
る観測所等を選択して表⽰可能。

受け持ち区間：
基準⽔位を超過した区間
は⾊を変えて強調表⽰。

⽔位超過状況や⽔防警報等の発令状況を視覚的にわかりやす
く表⽰。
⽔位超過状況は地図と連携し、地図上の対象区間を強調表⽰。

浸⽔想定区域図：
浸⽔想定区域を河
川ごとに表⽰。

発令河川、発表⽇時等の洪⽔予
報・⽔防警報の詳細情報を表⽰。

実況⽔位

地上⾬量

実況⽔位、地上⾬量：
危険性が区間や近傍の観測
所を選択することで、⽔位、
⾬量の詳細を表⽰。

道路通⾏規制情報：

仙台河川国道事務所が提供する道
路通⾏規制情報を表⽰。

氾濫発⽣危険箇所：

危険個所付近の横断図、浸⽔範囲等
の危険箇所ごとの詳細情報を表⽰。

対象とする
情報項⽬

No. 情報項目名 No. 情報項目名 No. 情報項目名

1 背景地図 5 浸水想定区域図 9 レーダ雨量

2 実況水位 6 受け持ち区間 10 氾濫発生危険箇所

3 地上雨量 7 洪水予報・水防警報 11 道路通行規制情報

4 CCTVカメラ 8 ホットライン情報 12 出張所管理区間

CCTVカメラ：
危険性が⾼まっている箇所
のカメラを選択することで、
カメラ画像を表⽰。

浸⽔想定（重ね合せの浸⽔想定
区域図、破堤点ごとの浸⽔想定
シミュレーション結果）につい
て、地図上に表⽰する項⽬を選
択して表⽰可能。

レーダ⾬量（Cバンドレーダ⾬量等）について、地図上
に表⽰する項⽬および表⽰時点情報を選択して表⽰可能。

減災対策協議会

鳴瀬川等⼤規模氾濫時の
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関係市町村のご協力のもと、平成２９年５月１日より配信開始。

（レベル１）

（レベル２）

（レベル３）

（レベル４）

（レベル５）

はん濫注意情報

はん濫警戒情報

はん濫注意情報

（はん濫警戒情報解除）

はん濫注意情報解除

はん濫警戒情報

緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信

配信タイミングとメール文

洪水予報の発表イメージ

【件名】

河川氾濫のおそれ

【本文】

○○川の○○（○○市○○）付近

で水位が上昇し、避難勧告等の目

安となる「氾濫危険水位」に到達

しました。堤防が壊れるなどによ

り浸水のおそれがあります。

テレビ･ラジオ等で自治体の情報

を確認し、各自安全確保を図るな

ど、適切な防災行動をとってくだ

さい。

本通知は、東北地方整備局より浸

水のおそれのある市町村に配信し

ており、対象地域周辺においても

受信する場合があります。

（国土交通省）

はん濫危険情報

【件名】

河川氾濫発生

【本文】

○○川の○○市○○地先（左岸、

東側）付近で堤防が壊れ、河川の

水が大量に溢れ出しています。

防災無線、テレビ等で自治体の情

報を確認し、各自安全確保を図る

など、適切な防災行動をとってく

ださい。

本通知は、東北地方整備局より浸

水のおそれのある市町村に配信し

ており、対象地域周辺においても

受信する場合があります。

（国土交通省）

はん濫発生情報

（破堤）

【件名】

河川氾濫発生

【本文】

○○川の○○市○○地先（左岸、

東側）付近で河川の水が堤防を越

えて流れ出ています。

テレビ･ラジオ等で自治体の情報

を確認し、各自安全確保を図るな

ど、適切な防災行動をとってくだ

さい。

本通知は、東北地方整備局より浸

水のおそれのある市町村に配信し

ており、対象地域周辺においても

受信する場合があります。

（国土交通省）

はん濫発生情報

（溢水・越水）
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