平成２７年４月２８日（火）
四国地方整備局 那賀川河川事務所
徳島県県土整備部河川振興課

那賀川水害対策（早めの対応で被害を最小化）
「那賀川事前防災行動計画（タイムライン）【案】※」の策定
昨年８月、那賀川においては戦後最大規模の出水となった台
風１１号により甚大な浸水被害が発生しました。
国土交通省那賀川河川事務所と徳島県では、このような大規
模な水災害による被害を最小化するために、那賀川水系河川整
備計画に基づく河川整備に加えて、整備途上段階における防災
・減災対策として「那賀川事前防災行動計画（タイムライン）
【案】」を関係機関とともに作成しました。
引き続き、阿南市や那賀町と連携して地元水防団や自主防災
会等に周知を図ることとしていますので、お知らせします。
今後とも、安全で安心できる那賀川水系の未来が拓ける川づ
くりに向けて取り組んで参ります。
※

「那賀川事前防災行動計画（タイムライン）【案】」は引き続き、洪水
時における情報提供の充実に向けて、適宜見直すものとして【案】を付
すものです。

＜問 い 合 わ せ 先＞
【全般・阿南市版について】
◆国土交通省 四国地方整備局 那賀川河川事務所
電話（０８８４）２２－６４６１（代表）
いちはら

副 所 長
【那賀町版について】
◇徳島県 県土整備部

内線（２０５）

河川振興課
電話（０８８）６２１－２５７０
とく なが

課長補佐

みちひろ

市原 道弘

まさ ひこ

徳永 雅 彦

台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、直轄河川管理区間沿川における
阿南市の避難勧告発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案）

水系名：那賀川
河川名：那賀川

H27.04. 28 現在

※時間経過は、平成２６年台風１１号を参考。

気象・水象情報

‐49h

○台風予報
○台風に関する徳島県気象情報
(随時)
◇大雨注意報・洪水注意報発表

‐39h

○台風説明会

阿南市

那賀川河川事務所

河

川

○工事現場の点検・確認
○許可工作物の管理者へ注意喚起
○樋門、排水機場操作点検確認
○災害対策車両の準備・確保
○復旧資機材の確認

ダ

ム

○排水ポンプ装置の準備
放流警報（サイレン・警報車）

‐33h

◇大雨警報・洪水警報発表

○水防団等への注意喚起
○大雨警報・洪水警報を住民へ周知

【ダム注意体制発令】

‐10h

水防団待機水位到達

放流量増加の通知（適宜）

操作規則等に規定する関係機関

放流量到達情報（下記の時点）
（２，０００、３，０００、３，５００、
４，０００m3/s、最大放流量）

災害対策警戒本部または災害対策本部

防災メール配信サービス
・放流量増加（下記の時点）
（２，０００、３，０００、４，０００、
５，０００ m3/s ）

○樋門、排水機場出動指示
はん濫注意水位到達の恐れ

災害対策連絡本部体制
○気象情報や雨量の状況を収集
○住民への注意を呼びかけ
○関係課への大雨・洪水注意報に関する情報提供
○関係部署を含めた事前対策会議
○各支部の備蓄品の確認点検
○災害対策連絡本部
○避難所開設
災害対策警戒本部（第一配備体制）

○リエゾン体制の確認

【河川注意体制発令】

災害対策警戒本部（第一配備体制）
情報連絡・共有

○リエゾン派遣

古庄水位観測所（水位３．５０m）

○水防団指示（準備）

水防警報（準備）
防災メール配信サービス
水防団待機水位到達（古庄）
加茂地区最低道路高浸水
(TP+24.0m)

【河川警戒体制発令】
はん濫注意水位到達
古庄水位観測所（水位５．００m）

○ハザードマップ等による避難所・
避難ルートの確認
○防災グッズの準備
○災害・避難カードの確認

○テレビ、インターネット、携帯メール
等による大雨や河川の状況を確認
○防災無線、携帯メール等による避難
準備情報の受信

メール配信登録者

加茂谷水位到達情報

○樋門、排水機場操作開始

○テレビ、ラジオ、インターネット等に
よる気象警報等の確認

メール配信登録者
○水防団指示（待機）

水防警報（待機）

住民等

災害対策警戒本部（第一配備体制）
洪水調節開始（２，５００ m3/s ）

操作規則等に規定する関係機関

放流量増加による急激な河川水
位の上昇

操作規則等に規定する関係機関

加茂西側地区避難

災害対策本部（第二配備体制）

【ダム警戒体制発令】

水防警報（出動）

○水防団指示（出動）

水位予測の情報提供

徳島県
（河川振興課）

阿南市
（災害対策本部）

洪水予報（はん濫注意情報）

災害対策本部（第二配備体制）

防災メール配信サービス
はん濫注意水位到達（古庄）

メール配信登録者
（但し書き操作の恐れ）
【ダム非常体制発令】

○災害協定業者の準備確認
○特別巡視開始
○CCTVによる現地映像確認
○楠根地区等排水ポンプ車出動指示

‐2h

上流 避難準備水位到達
古庄水位観測所（水位５．４０m）

計画規模を超える洪水時操作に
関する情報（ただし書き操作３時
間前、１時間前、開始、終了）

○楠根地区等排水ポンプ車支援要請

避難準備水位到達情報
又は

加茂谷水位ＴＰ＋２４．９ｍ
（避難路浸水の約２時間前）

操作規則等に規定する関係機関

上流

避難準備情報

加茂谷水位到達情報
ホットライン

災害時要援護者施設
等避難開始（上流）

阿南市長
○水防団へ情報提供

○下流漏水発生
○防災エキスパートの支援要請
（漏水箇所対応等）
【河川非常体制発令】
上流 避難判断水位到達
古庄水位観測所（水位５．８０m）

洪水予報（はん濫警戒情報）
又は

加茂谷水位ＴＰ＋２５．４ｍ
（避難路浸水の約１時間前）

ホットライン

浸水
発生

0h

上流 はん濫危険水位到達
古庄水位観測所（水位６．１０m）

加茂谷水位ＴＰ＋２６．０ｍ
（避難路浸水）

上流

避難勧告

避難開始(上流)

加茂谷水位到達情報
阿南市長

防災メール配信サービス
上流避難判断水位到達（古庄）

メール配信登録者

洪水予報（はん濫危険情報）

避難完了(上流)
又は

加茂谷水位到達情報
又は

上流

避難指示

最終的な避難行動
(上流)

異常洪水時防災操作開始

＊：加茂谷水位は堤内を指す＜リアルタイム情報は未提供＞
＊：水位予測で洪水予報水位を超過する恐れがある場合も洪水予報を発令します。

台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、直轄河川管理区間沿川における
阿南市の避難勧告発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案）

水系名：那賀川
河川名：那賀川

H27.04. 28 現在

※時間経過は、平成２６年台風１１号を参考。

気象・水象情報

那賀川河川事務所

河

川

ホットライン

ダ

阿南市

ム
阿南市長

防災メール配信サービス
上流 浸水位到達（古庄）
下流 避難準備水位到達
古庄水位観測所（水位７．５０m）

下流 避難判断水位到達
古庄水位観測所（水位７．９０m）

避難準備水位到達情報

メール配信登録者

下流

ホットライン

阿南市長

洪水予報（はん濫危険情報）

下流

ホットライン

住民等

避難準備情報

災害時要援護者施設
等避難開始（下流）

避難勧告

避難開始(下流)

阿南市長

防災メール配信サービス
下流 避難判断水位到達(古庄)

メール配信登録
者

○復旧資機材等の確保
◇ホットライン（徳島地方気象台）
大雨特別警報の可能性
下流 はん濫危険水位到達
古庄水位観測所（水位８．８０m）

○災害対策本部（第二配備体制）

洪水予報（はん濫危険情報）
ホットライン

下流

避難指示

下流 はん濫発生
（漏水箇所破堤）

最終的な避難行動
(下流)

阿南市長

防災メール配信サービス
下流 はん濫危険水位到達
（古庄）
◇ホットライン（徳島地方気象台）
大雨特別警報発表の予告

避難完了（下流）

メール配信登録者
○災害対策本部（第二配備体制）

洪水予報（はん濫発生情報）
ホットライン

◇大雨特別警報発表
（徳島地方気象台）
防災メール配信サービス
下流 はん濫発生（破堤）
（古庄）

○災害対策本部（第二配備体制）
下流 はん濫発生（破堤）の旨を一般に周知

○防災無線による情報の受信

阿南市長
○災害対策本部（第二配備体制）
特別警報が発表され非常に危険な状況で
あること を住民へ周知
直ちに最善を尽くして身を守るよう住民に呼びかけ

○防災無線による情報の受信

メール配信登録者
○現地災害対策本部設置（第三配備体制）

○災害復旧協定業者出動
○災害対策機械・復旧資機材等出動
○ヘリによる被害状況把握
○テックフォースの活動

6h

下流 避難判断水位下回る
古庄水位観測所（水位７．９０m）

洪水予報（はん濫警戒情報）
防災メール配信サービス
下流 避難判断水位下回る
（古庄）

9h

メール配信登録者

上流 避難判断水位下回る
古庄水位観測所（水位５．４０m）

洪水予報（はん濫注意情報）
防災メール配信サービス
上流 避難判断水位下回る
（古庄）
○災害対策本部（第三配備体制）
大雨警報・洪水警報を住民へ周知

◇大雨特別警報
→大雨警報・洪水警報

11h

はん濫注意水位下回る
古庄水位観測所（水位５．００m）

メール配信登録者

洪水予報
（はん濫注意情報解除）

避難解除

防災メール配信サービス
はん濫注意水位下回る（古庄）

18h

避難解除
メール配信登録者

○災害対策本部（第三配備体制）
大雨警報・洪水警報解除を住民へ周知

◇大雨警報・洪水警報
→大雨注意報・洪水注意報

○防災無線による情報の受信

○防災無線による情報の受信

水防団待機水位下回る
古庄水位観測所（水位３．５０m）

水防警報（解除）
防災メール配信サービス
水防団待機水位下回る（古庄）
◇大雨注意報・洪水注意報解除
○被害状況・復旧工法等の記者発表

○水防団指示（解除）

メール配信登録者

台風の接近・上陸に伴う洪水を対象としたタイムライン（那賀町川口ダム下流地区）（素案）
時間

気象・水象情報

徳島県南部総合県民局
（那賀庁舎）

ダム管理者
（●国、◇企業局）

－72h ○台風予報

○台風に関する徳島県気象情報（随時）
○大雨注意報・洪水注意報発表
－48h ○台風説明会

●放流開始通知（予備放流開始、最大放
流量とその予測時刻）
●放流警報（ｻｲﾚﾝ・警報車）
●◇ダム情報の通知
（最大予測放流量が変更となる場合など
随時）

○大雨警報・洪水警報発表
－24h

那賀町役場（和食地区）

住民等

○気象情報や雨量の状況を収集
○住民への注意呼びかけ
○関係箇所への大雨・洪水注意報に関する
情報提供
○備蓄品の確認点検
○災害警戒配備体制

○避難所開設
○水防警報（待機）発表

○水防団待機
●リエゾン（ダム状況、ただし書き操作開始
予定時刻等）（状況により随時）
●ホットライン（最大予測放流量）
（状況により随時）

○小川橋監視カメラCATV放送

●長安口ダム放流量2,000m3/s到達情報
水防団待機水位到達
和食下流水位（T.P.46.3m）

○水防警報（準備）発表

－2h

●放流警報（ｻｲﾚﾝ）
◇川口ダム流入量2,400m3/s到達情報

○水防団準備
※さらに今後の放流量増加が見込まれる場合

氾濫注意水位到達
和食下流水位（T.P.47.8m）

○水防警報（出動）発表
○はん濫注意情報発表
国道195号線小川橋付近
通行止めに向けた準備開始

●長安口ダム放流量3,000m3/s到達情報

－1h

避難判断水位到達
和食下流水位（T.P.49.3m）

○テレビ、インターネット、携帯
メール等による大雨や河川の状
況を確認

○避難の準備

●洪水調節開始（2,500m3/s）
◇川口ダム放流量3,000m3/s到達情報
（以降、放流量500m3/s増毎、最大放流
量時）

○テレビ、ラジオ、インターネット
等による気象情報等の確認
○ハザードマップ等よる避難所・
避難ルートの確認
○防災グッズの準備
○防災、避難カードの確認
○テレビ、インターネット、携帯
メール等による大雨や河川の状
況を確認
○ケーブルテレビ、防災無線等によ
る避難所開設、避難準備情報（災
害時要配慮者）の受信

○水防団出動
○避難準備情報発令
※さらに今後の放流量増加が見込まれる場合

○避難勧告発令
※さらに今後の放流量増加が見込まれる場合

○ケーブルテレビ、防災無線等に
よる避難勧告の受信

避難開始

○はん濫警戒情報発表
●長安口ダム放流量3,500m3/s到達情報
（以降、4,000m3/s、最大放流量時）

○避難指示発令

○避難誘導

●計画規模を超える洪水時操作に関する
情報（ただし書き操作３時間前、１時間前、
開始、終了）
●放流警報（ｻｲﾚﾝ・警報車）

避難完了
0h

はん濫危険水位到達
和食下流水位（T.P. 50.80m）
はん濫発生

○はん濫危険情報発表
国道195号線小川橋付近
通行止め

はん濫注意水位低下
和食下流水位（T.P. 47.8m）

○水防警報解除発表

最終的な危険回避行動

○避難解除
水防団活動解除

避難解除
注）降雨状況等により,前後する可能性がある。

台風の接近・上陸に伴う洪水を対象としたタイムライン（那賀町出原地区・助地区）（素案）
時間
出原
地区

気象・水象情報

助地区
（国道）

ダム管理者
（四国電力）

徳島県南部総合県民局
（那賀庁舎）

那賀町役場木頭支所
（出原地区・助地区）

－72h －72h ○台風予報
○台風に関する徳島県気象情報（随時）
○大雨注意報・洪水注意報発表
－48h －48h ○台風説明会

○小見野々ダム操作規程に基づき、
ダム情報を関係先に報告（随時）
－24h

○避難所開設

－24h

白久水位 4m 到達

○白久水位、北川雨量、日早雨量、
小見野々ダム水位情報提供

住民等
○テレビ、ラジオ、インターネット
等による気象情報等の確認
○ハザードマップ等よる避難所・
避難ルートの確認
○防災グッズの準備
○防災、避難カードの確認
○テレビ、インターネット、携帯
メール等による大雨や河川の状
況を確認
○防災無線等による避難所開設の受信

以降30分間毎提供
以降１時間毎提供

白久水位 5.0 m 到達

○避難準備情報発令

○避難の準備

白久水位 5.5 m程度 到達
出原橋クリアランス 1.6m程度 到達
（量水標の青色が見えなくなる）

－1h

－1h

○避難勧告発令

○防災無線等による避難勧告の受信

全住民
避難開始

白久水位 5.8m程度 到達

国道195号（助大橋～出原区
間）通行止めに向けた準備開始

白久水位 6.0m程度 到達
出原橋クリアランス 1.1m程度 到達
（量水標の黄色が見えなくなる）

－0.5h

白久水位 6m 到達

○避難指示発令

○助大橋路面天端と河川水との
クリアランス情報提供

以降１時間毎提供

以降30分間毎提供

避難完了
最終的な危険回避行動

出原橋クリアランス 0.6m程度 到達
（量水標の赤色が見えなくなる）
旭団地浸水発生

0h

0h

白久水位 6.8m程度 到達
出原橋クリアランス 0.3m程度 到達
（橙色の帯が見えなくなる）
国道195号線［助大橋～出原区間］
浸水発生
河川水位が下降し危険のおそれが
なくなったとき

○避難誘導

国道195号（助大橋～出原区
間）通行止め

○避難解除
水防団活動解除

避難解除

注）降雨状況等により,前後する可能性がある。

