平成２９年３月７日（火）
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那賀川タイムライン【小松島市版】
を作成しました
～ 那賀川事前防災行動計画（ タ イ ム ラ イ ン ） 検 討 会 を 開 催 し ま し た ～
◆那賀川事前防災行動計画（タイムライン）検討会を３月３日（金）
に開催しました。
◆国管理区間における那賀川タイムライン【小松島市版】を新たに
作成しました。
◆併せて昨年の台風１６号を踏まえて国管理区間における桑野川タ
イムライン【阿南市版】を見直しました。
◆作成及び見直ししましたタイムラインについては平成２９年４月
１日より運用いたします。
◆主な概要は次頁のとおりです。
本 施 策 は 、 四 国 圏 広 域 地 方 計 画 「 No.1南 海 ト ラ フ 地 震 を 始 め と す る 大 規 模 自 然
災害等への「支国」防災力向上プロジェクトの取組に該当します。

＜問 い 合 わ せ 先＞
◎主な問い合わせ先

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）
おか ばやし

副 所 長
◎調査課長

ふく よし

岡 林 福好
かじ もと

や す し

梶本

泰司

内線（２０５）
内線（３５１）

１）国管理区間における那賀川タイムライン【小松島市版】を作成しま
した。
◆那賀川タイムライン【阿南市版】は別紙３のとおり現在運用中で
すが、新たに那賀川タイムライン【小松島市版】のタイムライン
を作成しました。
◆主な概要は別紙１～別紙２のとおりです。

２）国管理区間における桑野川タイムライン【阿南市版】を見直しまし
た。
◆国管理区間における桑野川タイムライン【阿南市版】は、那賀川
河川事務所・徳島県・阿南市などの関係機関において平成２８年
３月に作成しました。
その後平成２８年９月に発生しました台風１６号を踏まえ、迅速
・的確な防災対応に資する事を目的とし桑野川タイムライン【阿
南市版】を見直しました。
◆主な概要は別紙４～別紙５のとおりです。

※ 「 那 賀 川 事 前 防 災 行 動 計 画 （ タ イ ム ラ イ ン ）」 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。

別紙１

国土交通省管理区間における洪水予報水位について
那賀川

下流
Ｈ２８年度

基準水位
避難行動等
＊：参考値

氾濫発生水位

氾濫危険水位

考え方

避難指示（緊急）の目
○堤防天端高を古庄観測所地点に換算した水位
安

避難勧告の目安

○氾濫発生水位に達する１時間前の水位
｛避難行動のための時間（リードタイム）を考慮｝
●堤防のＨＷＬを古庄観測所地点に換算した水位

水位

9.8m

＊：参考値

8.8m

＊：上記を比較し低い方を採用する

避難判断水位

氾濫危険水位に達する１時間前の水位
避難準備・高齢者等
｛要援護者等の避難行動のための時間（リードタイ
避難開始の目安
ム）を考慮｝

7.9m

1

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
小松島市の避難勧告発令等に着目したタイムライン（那賀川事前防災行動計画）（案）

水系名：那賀川
河川名：那賀川

Ｈ２９．４．１～運用
※時間経過は、平成２６年台風１１号及び平成２７年台風１１号を参考。

気象・水象情報

-53h
-43h

-37h

那賀川河川事務所

小松島市

○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

災害対策警戒本部（準備体制）（設置の検討）
○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

○台風説明会

○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
○備蓄品の確認点検
○配備（予定）体制の確認

◇大雨警報・洪水警報発表
氾濫注意水位到達の恐れ

住民等

気象・水象情報

0h

下流氾濫発生
（漏水箇所破堤）

○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
○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

-14h

◇大雨特別警報発表（徳島地方気象台）

○樋門、排水機場出動指示

○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等の受
信

洪水予報（氾濫注意情報）

1h

下流氾濫危険水位下回る
古庄水位観測所（水位８．８０m）

○防災無線による情報の受信

メール配信登録者

2h

メール配信登録者

下流避難判断水位下回る
古庄水位観測所（水位７．９０m）

5h
避難準備・高齢者等避難開始

災害対策本部（第１非常体制）
※被害状況等に応じて体制継続
メール配信登録者

洪水予報（氾濫注意情報）

防災メール配信サービス
下流避難判断水位下回る（古庄）

○避難所開設（以後、適宜追加開設）

洪水予報（氾濫警戒情報）

洪水予報（氾濫警戒情報）

防災メール配信サービス
下流氾濫危険水位下回る（古庄）

災害対策本部（第１非常体制）（設置の検討）

○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
下流避難判断水位到達
古庄水位観測所（水位７．９０m）

○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

メール配信登録者

防災メール配信サービス
氾濫注意水位到達（古庄）

-2h

○防災無線による情報の受信

メール配信登録者

防災メール配信サービス
下流氾濫発生水位下回る（古庄）

防災メール配信サービス
水防団待機水位到達（古庄）
○樋門、排水機場操作開始

氾濫注意水位到達
古庄水位観測所（水位５．００m）

○下流氾濫発生（破堤）の旨を一般に周知

災害対策本部（第２非常体制）
○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

災害対策警戒本部（警戒体制）

【河川警戒体制発令】

-7h

洪水予報（氾濫発生情報）

住民等

小松島市

防災メール配信サービス
下流氾濫発生（破堤）（古庄）

【河川注意体制発令】
水防団待機水位到達
古庄水位観測所（水位３．５０m）

那賀川河川事務所

別紙２

メール配信登録者
災害対策警戒本部（警戒体制）
※被害状況等に応じて体制継続

◇大雨特別警報→大雨・洪水警報

災害時要援護者施設等避難開始

○大雨警報・洪水警報を住民へ周知

○防災無線による情報の受信

○エリアメール・緊急速報メール配信
防災メール配信サービス
氾濫注意水位到達（古庄）

メール配信登録者

7h

氾濫注意水位下回る
古庄水位観測所（水位５．００m）

○下流左岸漏水発生
○防災エキスパートの支援要請（漏水箇所対応等）

洪水予報（氾濫注意情報解除）

防災メール配信サービス
氾濫注意水位下回る（古庄）

避難解除

避難解除

○エリアメール・緊急速報メール配信
メール配信登録者

【河川非常体制発令】
ホットライン
下流氾濫危険水位到達予測

-1h

下流氾濫危険水位到達
古庄水位観測所（水位８．８０m）
◇ホットライン（徳島地方気象台）
大雨特別警報の可能性

○大雨・洪水警報解除を住民へ周知
洪水予報（氾濫危険情報）

◇ホットライン（徳島地方気象台）
大雨特別警報発表の予告

○エリアメール・緊急速報メール配信

防災メール配信サービス
下流氾濫危険水位到達（古庄）

0h

下流氾濫発生
（漏水箇所破堤）

避難指示（緊急）

洪水予報（氾濫発生情報）

水防団待機水位下回る
古庄水位観測所（水位３．５０m）
◇大雨注意報・洪水注意報解除

小松島市長

防災メール配信サービス
水防団待機水位下回る（古庄）

メール配信登録者

○被害状況・復旧工法等の記者発表

最終的な避難行動

○エリアメール・緊急速報メール配信

防災メール配信サービス
下流氾濫発生水位到達（古庄）

ホットライン
下流氾濫発生予測

14h

メール配信登録者

洪水予報（氾濫危険情報）

○復旧資機材等の確保

○防災無線による情報の受信

避難開始

避難勧告

ホットライン
下流氾濫発生水位到達予測
下流氾濫発生水位到達
古庄水位観測所（水位９．８０m）

災害対策警戒本部（準備体制）
※被害状況等に応じて体制継続

◇大雨・洪水警報→大雨・洪水注意報

小松島市長

メール配信登録者

又は

避難完了
小松島市長

○下流氾濫発生（破堤）の旨を一般に周知

＊：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。

○防災無線による情報の受信

2

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
Ｈ２８．４．１～運用
阿南市の避難勧告発令等に着目したタイムライン（那賀川事前防災行動計画）（案）※時間経過は、平成２６年台風１１号及び平成２７年台風１１号を参考。

水系名：那賀川
河川名：那賀川
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

那賀川河川事務所

河

川

阿南市

ダ

ム

○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
○排水ポンプ装置の準備

‐39h ○台風説明会
‐33h ◇大雨警報・洪水警報発表

住民等

放流警報（サイレン・警報車）
○リエゾン体制の確認

河

○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）
○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】
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）

災害対策警戒本部または災害対策
本部

（２，０００、３，０００、３，５００、
４，０００m3/s、最大放流量）

防災メール配信サービス
・放流量増加（下記の時点）

○樋門、排水機場出動指示

‐10h

水防団待機水位到達
古庄水位観測所（水位３．５０m）

【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

水防警報（準備）

洪水調節開始（２，５００

）

○樋門、排水機場操作開始

操作規則等に規定する関係機関

【河川警戒体制発令】

【ダム警戒体制発令】

災害対策本部（第二配備体制）

水防警報（出動）

○水防団指示（出動）
徳島県
（河川整備課）

水位予測の情報提供
洪水予報（氾濫注意情報）
防災メール配信サービス
はん濫注意水位到達（古庄）

上流 避難判断水位到達
古庄水位観測所（水位５．４０m）

（但し書き操作の恐れ）
【ダム非常体制発令】

加茂谷水位ＴＰ＋２５．０ｍ
（避難路浸水の約１時間前）

上流

加茂谷水位到達情報

避難準備情報

災害対策警戒本部（第二配備体制）

ホットライン

0h

上流 氾濫発生水位到達
古庄水位観測所（水位６．１０m）
加茂谷水位ＴＰ＋２６．０ｍ
（避難路浸水）

下流 氾濫危険水位下回る
古庄水位観測所（水位８．８０m）

6h

下流 避難判断水位下回る
古庄水位観測所（水位７．９０m）

災害時要援護者施設等
避難開始（上流）

又は

上流

避難勧告

上流 氾濫発生水位下回る
古庄水位観測所（水位６．１０m）

避難開始(上流)

9h

上流 氾濫危険水位下回る
古庄水位観測所（水位５．８０m）

上流 避難判断水位下回る
古庄水位観測所（水位５．４０m）

メール配信登録者

下流

避難勧告

メール配信登録者
異常洪水時防災操作開始

洪水予報（氾濫危険情報）
又は

氾濫注意水位下回る

11h 古庄水位観測所（水位５．００m）

避難完了(上流)

又は

上流

避難指示

最終的な避難行動(上流)

阿南市長

＊：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。

◇大雨警報・洪水警報
→大雨注意報・洪水注意報

18h 水防団待機水位下回る
古庄水位観測所（水位３．５０m）
◇大雨注意報・洪水注意報解除

避難開始(下流)

阿南市長
メール配信登録者
○災害対策本部（第二配備体制）

避難完了（下流）

下流

最終的な避難行動(下流)

避難指示

阿南市長

防災メール配信サービス
下流 氾濫発生水位到達
(古庄)

メール配信登録者
○災害対策本部（第二配備体制）

洪水予報（氾濫発生情報）

防災メール配信サービス
下流 氾濫発生(破堤)(古庄)
○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

○災害対策本部（第二配備体制）
下流 氾濫発生（破堤）の旨を
一般に周知
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

○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）

洪水予報（氾濫危険情報）
メール配信登録者

洪水予報（氾濫危険情報）
メール配信登録者

洪水予報（氾濫危険情報）
メール配信登録者

洪水予報（氾濫警戒情報）
防災メール配信サービス
上流 氾濫危険水位下回る(古庄)

メール配信登録者

洪水予報（氾濫注意情報）
メール配信登録者
○災害対策本部（第三配備体制）
大雨警報・洪水警報を住民へ周知

◇大雨特別警報
→大雨警報・洪水警報

阿南市長

災害時要援護者施設等避
難開始（下流）

阿南市長

防災メール配信サービス
上流 避難判断水位下回る(古庄)

防災メール配信サービス
上流 はん濫危険水位到達（古庄）

ホットライン

避難準備情報

防災メール配信サービス
上流 氾濫発生水位下回る(古庄)

加茂谷水位到達情報

加茂谷水位到達情報

下流

防災メール配信サービス
下流 避難判断水位下回る(古庄)

加茂西側地区避難

○水防団へ情報提供

洪水予報（氾濫危険情報）

メール配信登録者

防災メール配信サービス
下流 はん濫危険水位下回る(古庄)

メール配信登録者

○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】

洪水予報（氾濫危険情報）

ホットライン
◇大雨特別警報発表
（徳島地方気象台）

阿南市長

ホットライン

上流 浸水発生

◇ホットライン（徳島地方気象台）
大雨特別警報発表の予告

下流 氾濫発生
（漏水箇所破堤）

○楠根地区等排水ポンプ車支援要請

洪水予報（氾濫警戒情報）

○復旧資機材等の確保

ホットライン

○防災無線、携帯メール等による避
難準備情報の受信

操作規則等に規定する関係機関

防災メール配信サービス
上流 避難判断水位到達（古庄）

上流 氾濫危険水位到達
古庄水位観測所（水位５．８０m）

下流 氾濫発生水位到達
古庄水位観測所（水位９．８０m）

阿南市
（災害対策本部）

又は
加茂谷水位ＴＰ＋２４．０ｍ
（避難路浸水の約２時間前）
（最低道路高浸水）

◇ホットライン（徳島地方気象台）
大雨特別警報の可能性

住民等

ム

防災メール配信サービス
下流 氾濫危険水位到達(古庄)

メール配信登録者

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）

洪水予報（氾濫危険情報）
ホットライン

災害対策本部（第二配備体制）

○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

下流 氾濫危険水位到達
古庄水位観測所（水位８．８０m）

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

ダ

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
m3/s

洪水予報（氾濫危険情報）
ホットライン

○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
○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

○水防団指示（準備）

防災メール配信サービス
水防団待機水位到達（古庄）

氾濫注意水位到達
古庄水位観測所（水位５．００m）

下流 避難判断水位到達
古庄水位観測所（水位７．９０m）

○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

○水防団指示（待機）

水防警報（待機）

川

阿南市

防災メール配信サービス
上流 氾濫発生水位到達（古庄）

メール配信登録者

（２，０００、２，５００、３，０００、３，５００、
４，０００、４，５００、５，０００ m3/s ）

氾濫注意水位到達の恐れ

那賀川河川事務所

気象・水象情報

災害対策連絡本部体制

別紙３

洪水予報
（氾濫注意情報解除）
防災メール配信サービス
氾濫注意水位下回る(古庄)

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）
○被害状況・復旧工法等の記者発表

避難解除

○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

○防災無線による情報の受信

避難解除
メール配信登録者
○防災無線による情報の受信

○水防団指示（解除）
メール配信登録者

3

氾濫危険水位等の見直し
桑野川

無堤

基準水位

避難行動等

氾濫発生水位

氾濫危険水位

避難勧告の目安

氾濫注意水位

水防団出動の目安

＊：参考値

避難準備水位

Ｈ２８年度

Ｈ２９年度

水位

水位

考え方

避難指示（緊急）の目 避難路が浸水する水位を大原観測所地点に換算
安
した水位

＊：参考値

桑野川

別紙４

氾濫発生水位に達する１時間前の水位
｛避難行動のための時間（リードタイム）を考慮｝

－

氾濫危険水位に達する１時間前の水位
避難準備・高齢者等
｛要援護者等の避難行動のための時間（リードタイ
避難開始の目安
ム）を考慮｝

5.3m

＊：参考値

5.3m

＊：参考値

4.8m

4.7m

4.15m

4.15m

－

4.00m

＊：参考値

有堤

基準水位

＊：参考値

氾濫発生水位

氾濫危険水位

避難行動等

Ｈ２９年度

水位

水位

考え方

避難指示（緊急）の目
○堤防天端高を大原観測所地点に換算した水位
安

避難勧告の目安

Ｈ２８年度

○氾濫発生水位に達する１時間前の水位
｛避難行動のための時間（リードタイム）を考慮｝
●堤防のＨＷＬを大原観測所地点に換算した水位

7.9m

＊：参考値

7.9m

6.1m

6.1m

5.5m

5.3m

＊：参考値

＊：上記を比較し低い方を採用する

避難判断水位

氾濫危険水位に達する１時間前の水位
避難準備・高齢者等
｛要援護者等の避難行動のための時間（リードタイ
避難開始の目安
ム）を考慮｝

4

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：桑野川

Ｈ２９．４．１～運用
※時間経過は、平成２１年低気圧（１１月１１日）
及び平成２８年台風１６号（９月２０日）を参考。

気象・水象情報

阿南市

那賀川河川事務所

住民等

気象・水象情報

‐12h
‐10h

災害対策連絡本部体制

○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

‐8h

‐4h

阿南市

那賀川河川事務所
ホットライン
氾濫発生水位（無堤部）、避難準備水位（有堤部）到達予測

◇大雨注意報・洪水注意報発表

◇大雨警報・洪水警報発表

氾濫注意水位到達の恐れ

○リエゾン体制の確認

水防警報（待機）

石合地区で最低道路高が氾濫する１時間前水位
大原水位観測所（水位２．００ｍ）

○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

阿南市長

氾濫発生水位到達（無堤部）
大原水位観測所（水位５．３０ｍ）

水位到達情報
（桑野川氾濫発生情報＜無堤部＞）

無堤部

避難判断水位到達（有堤部）
大原水位観測所（水位５．３０ｍ）

水位到達情報
（桑野川氾濫警戒情報＜有堤部＞）

有堤部
避難準備・高齢者等避難開始

0h
○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

災害対策警戒本部（第一配備体制）

○防災グッズの準備

○大雨警報・洪水警報を住民へ周知

○災害・避難カードの確認

○水防団指示（待機）

○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

石合地区自主避難

1h

氾濫危険水位到達（有堤部）
大原水位観測所（水位６．１０ｍ）

メール配信登録者

防災メール配信サービス
避難判断水位到達（有堤部）

メール配信登録者

阿南市長

水位到達情報
（桑野川氾濫危険情報＜有堤部＞）

有堤部

○復旧資機材等の確保

‐2h

避難準備水位到達（無堤部）
大原水位観測所（水位４．００ｍ）

水位到達情報
（桑野川避難準備水位到達＜無堤部＞）

○水防団指示（準備）

水防警報（出動）

2h

氾濫発生水位到達（有堤部）
大原水位観測所（水位７．９０ｍ）

有堤部

避難指示（緊急）

防災メール配信サービス
氾濫発生水位到達（有堤部）

無堤部
避難準備・高齢者等避難開始

◇ホットライン（徳島地方気象台）
大雨特別警報発表の予告

災害時要援護者施設等
避難開始（無堤部）

有堤部 氾濫発生

メール配信登録者

○災害対策本部（第二配備体制）

ホットライン
氾濫発生（有堤部）予測

メール配信登録者

避難完了（有堤部）

又は

水位到達情報
（桑野川氾濫発生情報＜有堤部＞）

阿南市長

○災害対策本部（第二配備体制）
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

○水防団指示（出動）
○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

【河川警戒体制発令】
◇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
氾濫注意水位到達

水位予測の情報提供

阿南市長

水位到達情報
（桑野川氾濫発生情報＜有堤部＞）

阿南市長

防災メール配信サービス
避難準備水位到達（無堤部）

氾濫注意水位到達
大原水位観測所（水位４．１５ｍ）

○災害対策本部（第二配備体制）
ホットライン
氾濫発生水位（有堤部）到達予測

メール配信登録者

避難開始（有堤部）
メール配信登録者

◇ホットライン（徳島地方気象台）
大雨特別警報の可能性

防災メール配信サービス
水防団待機水位到達

避難勧告

防災メール配信サービス
氾濫危険水位到達（有堤部）

おわた地区自主避難

○樋門、排水機場操作開始

ホットライン
避難準備水位到達予測

災害時要援護者施設等
避難開始（有堤部）

防災メール配信サービス
氾濫発生水位到達（無堤部）

ホットライン
氾濫危険水位（有堤部）到達予測

災害対策警戒本部（第一配備体制）

水防警報（準備）

避難完了（無堤部）

○防災無線、携帯メール等による避難準備情報の受信

災害対策警戒本部（第一配備体制）
情報連絡・共有

会下地区自主避難

‐3h

避難指示（緊急）

○ハザードマップ等による避難所・避難 ルートの確認

○水防団等への注意喚起

○樋門、排水機場出動指示

水防団待機水位到達
大原水位観測所（水位３．４０ｍ）

住民等

無堤部浸水発生

【河川注意体制発令】
○リエゾン派遣

別紙５

○防災無線による情報の受信

メール配信登録者

徳島県
（河川整備課）

防災メール配信サービス
氾濫発生（有堤部）

阿南市
（災害対策本部）

○災害復旧協定業者出動
○災害協定業者の準備確認

メール配信登録者

○現地災害対策本部設置（第三配備体制）

○災害対策機械・復旧資機材等出動
○特別巡視開始
○ヘリによる被害状況把握
○CCTVによる現地映像確認
○排水ポンプ車出動指示
ホットライン
氾濫危険水位到達予測

‐1h

氾濫危険水位到達（無堤部）
大原水位観測所（水位４．７０ｍ）

水位到達情報
（桑野川氾濫危険情報＜無堤部＞）

○テックフォースの活動
○排水ポンプ車支援要請

阿南市長

無堤部

避難勧告

避難開始（無堤部）

6h

氾濫発生水位下回る（有堤部）
大原水位観測所（水位７．９０ｍ）

防災メール配信サービス
氾濫発生水位下回る（有堤部）

メール配信登録者

氾濫危険水位下回る（有堤部）
大原水位観測所（水位６．１０ｍ）

防災メール配信サービス
氾濫危険水位下回る（有堤部）

メール配信登録者

避難判断水位下回る（有堤部）
大原水位観測所（水位５．３０ｍ）

防災メール配信サービス
避難判断水位下回る（有堤部）

メール配信登録者

氾濫発生水位下回る（無堤部）
大原水位観測所（水位５．３０ｍ）

防災メール配信サービス
氾濫発生水位下回る（無堤部）

メール配信登録者

氾濫危険水位下回る（無堤部）
大原水位観測所（水位４．８０ｍ）

防災メール配信サービス
氾濫危険水位下回る（無堤部）

【河川非常体制発令】
防災メール配信サービス
氾濫危険水位到達（無堤部）
○漏水発生

メール配信登録者

○水防団へ情報提供

○防災エキスパートの支援要請（漏水箇所対応等）
ホットライン
氾濫発生水位（無堤部）、避難準備水位（有堤部）到達予測

阿南市長

無堤部浸水発生

氾濫発生水位到達（無堤部）
大原水位観測所（水位５．３０ｍ）

水位到達情報
（桑野川氾濫発生情報＜無堤部＞）

無堤部

避難判断水位到達（有堤部）
大原水位観測所（水位５．３０ｍ）

水位到達情報
（桑野川氾濫警戒情報＜有堤部＞）

有堤部
避難準備・高齢者等避難開始

0h

避難指示（緊急）

避難完了（無堤部）

9h

氾濫注意水位下回る
大原水位観測所（水位４．１５ｍ）

水防警報（解除）

水位到達情報
（桑野川氾濫注意情報解除）

災害時要援護者施設等
避難開始（有堤部）

メール配信登録者
○災害対策本部（第三配備体制）
大雨警報・洪水警報を住民へ周知

◇大雨特別警報 → 大雨警報・洪水警報

○防災無線による情報の受信

○水防団指示（解除）

避難解除

防災メール配信サービス
氾濫注意水位下回る

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

防災メール配信サービス
氾濫発生水位到達（無堤部）

メール配信登録者

◇大雨警報・洪水警報→大雨注意報・洪水注意報

防災メール配信サービス
避難判断水位到達（有堤部）

メール配信登録者

避難準備水位下回る（無堤部）
大原水位観測所（水位４．００ｍ）

防災メール配信サービス
避難準備水位下回る（無堤部）

メール配信登録者

水防団待機水位下回る
大原水位観測所（水位３．４０ｍ）

防災メール配信サービス
水防団待機水位下回る

メール配信登録者

◇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

11h

○防災無線による情報の受信

5
青字・青枠箇所を見直し

