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加古川・揖保川に危機管理型水位計設置！全４２箇所  

～ 出水時のきめ細かな水位把握のために ～ 

  
概     要 

 
 
 

加古川減災対策協議会及び揖保川減災対策協議会の新

たな取組として、国管理河川での加古川及び揖保川の水位

情報をきめ細やかに把握し、住民の早期避難への活用や水

位観測データの充実を図ることを目的に、本年度「危機管

理型水位計」の整備を進めてきました。 

この度、姫路河川国道事務所管内の全４２箇所（加古川

水系１２箇所、揖保川水系３０箇所）に危機管理型水位計

を設置し、運用を開始しました。 

 

●設置数：＜加古川水系＞ 

加古川１０箇所、万願寺川１箇所、東条川１箇 

所 計１２箇所 

＜揖保川水系＞ 

揖保川２４箇所、林田川１箇所、栗栖川３箇所、 

中川１箇所、元川１箇所 計３０箇所 

●設置箇所：別紙参照 

●公開方法：国土交通省「川の水位情報」 

 https://k.river.go.jp/ 

 

 

 

 

  
取  扱  い － 

  
配 布 場 所 

 
中播磨県民センター庁舎内記者室 

西播磨県民局庁舎内記者室 

北播磨県民局庁舎内記者室 

加古川市政記者クラブ 
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危機管理型水位計とは

水位計の設置位置

危機管理型水位計の水位の確認方法は裏面をご覧ください

危機管理型水位計（国土交通省HP）：http://www.mlit.go.jp/river/mizubousaivision/pdf/honshou_kouhyoushiryou.pdf
危機管理型水位計に関連するポータルサイト：http://www.river.or.jp/riverwaterlevels/index.html

【危機管理型水位計の構造（例）】

N

加古川及び揖保川の詳細設置位置図は参考資料をご覧ください。

－ 姫路河川国道事務所 －

危機管理型水位計

＜凡例＞

水位計の色分け（水位の状態に
よって色が変わります）

【目的】
洪水時の水位観測に特化した低コストな水位計
により、これまで水位計が設置されていなかっ
た箇所でのきめ細やかな水位把握を行い、住民
の早期避難への活用や水位観測データの充実を
図ります。

【特徴】
・水位をホームページで誰でも確認可能。
・ソーラーパネルにより、電源が不要。
・既存の水位観測所に比べて設置、維持費用が安価。

設置例

水位計センサー

水位計保護管

ソーラーパネル

機器ボックス

加古川・揖保川に危機管理型水位計を設置しました

2019.２別紙



水位の確認方法（例：加古川）

１．「川の水位情報」にアクセス

https://k.river.go.jp/

２．水位を確認したい水位計を探す

４．河川横断図を表示させる

５．河川横断図と水位の値を表示させる

３．現在までの水位グラフが表示される

※平常時は１時間ごとの水位が表示されるが、場
所によっては、水位がセンサー位置に到達しない
ため、水位の線は表示されない。

※洪水時は10分間ごとの水位が表示される。

平常時

洪水時（観測開始水位を超えたとき）

②見たい箇所の水位計
アイコンをクリック

【氾濫開始水位】
・堤防を越えて溢れる
・道路冠水が始まる 等

【危険水位】
・堤防が決壊する恐れがある
・溢れる可能性がある 等

【観測開始水位】
10分毎の観測を開始する

現在までの水位

「河川横断図」をクリック

水位計の位置 横断図の位置

「観測値一覧」をクリック

詳しい操作方法は、川の水位情報サイト右上の →「マニュアル」を参照

①地図を拡大・縮小、
上下・左右に移動して、
見たい箇所を探す

河川カメラ

既設水位計

危機管理型水位計

＜凡例＞

既設水位計：危機管理型水位計と同様に水位が確認できます。
河川カメラ：クリックすると、現在と平常時の川の様子が確

認できます。



国包

万願寺

板波

藍屋

大島

古川第二

大門

平成３１年２月現在

新設水位計：１２基

（参考資料）危機管理型水位計配置箇所図（加古川）

加古川右岸2.5K

加古川右岸6.3k

加古川左岸16.4k

加古川右岸18.3k

加古川左岸18.3k

加古川右岸21.3k

加古川右岸24.7k

加古川左岸31.9k

万願寺川左岸2.5k

東条川左岸0.3k

加古川右岸10.8k

加古川右岸30.9k

凡 例

：浸水範囲

：氾濫ブロック

：水位観測所

高砂市

加古川市

加西市

加東市

小野市

西脇市

三木市

明石市

播磨町

稲美町

水位計名 表示名称
加古川右岸2.5k 高砂市高砂町朝日町
加古川右岸6.3k 加古川市米田町船頭
加古川右岸10.8k 加古川市平荘町山角
加古川左岸16.4k 小野市樫山町
加古川右岸18.3k 小野市下来住町
加古川左岸18.3k 小野市市場町
加古川右岸21.3k 小野市阿形町
加古川右岸24.7k 小野市新部町
加古川右岸30.9k 加東市河高
加古川左岸31.9k 加東市西垂水
万願寺川左岸2.5k 小野市西脇町
東条川左岸0.3k 小野市喜多町



山崎第二

凡 例

：浸水範囲

：水位観測所

：氾濫ブロック

たつの市

姫路市

太子町

宍粟市

誉

龍野 東栗栖

平成３１年２月現在

新設水位計：３０基

（参考資料）危機管理型水位計配置箇所図（揖保川）

栗栖川右岸6.6k

揖保川右岸2.1k

揖保川左岸4.5k

揖保川左岸5.2k

揖保川右岸5.7k

揖保川右岸8.2k

林田川左岸1.9k

中川左岸2.1k

元川右岸1.6k

揖保川左岸11.2k

揖保川右岸12.4k

揖保川左岸17.9k

揖保川右岸18.7k

揖保川左岸19.0k

揖保川左岸20.7k

揖保川左岸23.1k

揖保川左岸24.1k

揖保川左岸28.5k

揖保川右岸36.0k

揖保川右岸37.5k

揖保川右岸38.8k

揖保川右岸39.8k 揖保川右岸40.8k

揖保川左岸42.5k

揖保川右岸43.6k

揖保川右岸45.8k

揖保川左岸46.0k

栗栖川右岸4.1k

揖保川左岸36.5k

栗栖川右岸5.8k

水位計名 表示名称 水位計名 表示名称
揖保川右岸2.1k 姫路市網干区興浜 揖保川左岸36.5k 宍粟市山崎町野々上
揖保川左岸4.5k 姫路市余部区上川原 揖保川右岸37.5k 宍粟市山崎町田井
揖保川左岸5.2k たつの市揖保町真砂 揖保川右岸38.8k 宍粟市山崎町与井
揖保川右岸5.7k たつの市揖保川町市場 揖保川右岸39.8k 宍粟市山崎町清野
揖保川右岸8.2k たつの市揖保川町正條 揖保川右岸40.8k 宍粟市山崎町清野
揖保川左岸11.2k たつの市龍野町富永 揖保川左岸42.5k 宍粟市一宮町須行名
揖保川右岸12.4k たつの市龍野町川原町 揖保川右岸43.6k 宍粟市一宮町閏賀
揖保川左岸17.9k たつの市新宮町曽我井 揖保川右岸45.8k 宍粟市一宮町安積
揖保川右岸18.7k たつの市新宮町新宮 揖保川左岸46.0k 宍粟市一宮町安積
揖保川左岸19.0k たつの市新宮町新宮 中川左岸2.1k 姫路市網干区興浜
揖保川左岸20.7k たつの市新宮町下笹 元川右岸1.6k たつの市御津町苅屋
揖保川左岸23.1k たつの市新宮町上笹 林田川左岸1.9k 太子町常全
揖保川左岸24.1k 宍粟市山崎町宇原 栗栖川右岸4.1k たつの市新宮町芝田
揖保川左岸28.5k 宍粟市山崎町川戸 栗栖川右岸5.8k たつの市新宮町芝田
揖保川右岸36.0k 宍粟市山崎町田井 栗栖川右岸6.6k たつの市新宮町大屋




