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１.現状の水害リスク情報、取組状況、課題の共有
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（１）現状の水害リスク情報



鬼怒川における平成27年9月関東・東北豪雨の概要
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○9月9日から9月10日にかけて、栃木県日光市五十里（いかり）観測所で、昭和50年の観測開始以
来最多の24時間雨量551mmを記録するなど、各観測所で観測史上最多雨量を記録した。



鬼怒川における被災箇所
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○河川の流下能力を上回る洪水となり、常総市三坂町地先（左岸21.0k）で堤防が決壊し、
若宮戸（わかみやど）地先（左岸24.75km）で溢水するなど多くの被害が発生した。



鬼怒川の氾濫による浸水状況
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○常総市三坂町地先（鬼怒川左岸21.0㎞付近）における堤防決壊等に伴う氾濫により、常総市の
約1/3の面積に相当する約40㎢が浸水し、常総市役所も孤立した。
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鬼怒川と円山川との比較

○円山川(立野地点)の堤防は、鬼怒川決壊箇所周辺の堤防と比較して約2倍の堤防高さ(比高）であ
り、破堤が起きると水害のリスクが高い。

堤防の比高
約5m程度

円山川左岸13.0km付近の堤防形状
計画高水量 5,600m3/s

堤防の比高 約2.5m程度

堤防天端高 TP8.67m

※堤防の比高；堤防天端高と堤内地盤高の差である。

堤内地盤高 TP.約18.5m

堤内地盤高
TP3.89m

鬼怒川左岸21.0km付近の堤防形状
計画高水量 5,000m3/s 堤防天端高 TP.約21m



過去の被害状況（Ｈ16台風23号)
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○平成 16 年10 月の台風23 号による洪水では、円山川本川の立野地点、支川出石川の弘原地点で、
観測史上最高水位に達した。
○この豪雨により、円山川・出石川では多くの箇所で越水が生じ、円山川右岸13.2k（豊岡市立野地
先）、出石川左岸5.3k（豊岡市出石町鳥居地先）で堤防が決壊し、大きな被害が発生した。

都道府県名
人的被害(人) 住家被害(世帯)
死者 負傷者 全壊 半壊 床上浸水 床下浸水

兵庫県 7 51 321 3,962 7,944 4,083



氾濫シミュレーション
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○円山川水系の円山川、出石川、奈佐川で堤防が決壊した場合を想定した氾濫シミュレーションを豊
岡河川国道事務所ホームページにて公表している。

豊岡河川国道事務所 ＵＲＬhttp://www.kkr.mlit.go.jp/toyooka/sinsui/soutei/kuikizu_soukatu.html



現状の堤防整備状況
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河川名

堤防延長 参考

計画断面堤防
(a)

堤防必要区間
(b)

a/b (%)

円山川 9.8km 69.7km 14.1

〇平成27 年3 月時点の堤防整備率は、円山川水系で約14%であり、計画断面
に対して、高さや幅が不足している区間が8～9割程度である。

堤防の整備状況(平面図：H27.3)

凡 例

完成堤

暫定堤

未整備区間

堤防不要区間



重要水防箇所(円山川)
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○現在の堤防の高さや幅、過去の漏水実績などから、水防上特に注意を要する区間を定め、重点的
に巡視が必要な箇所を重要水防箇所として指定し、豊岡河川国道事務所にて公表している。

種別 重要度 距離

1 堤防高・堤防断面 A・A 0.2k-150m～0.4k

2 堤防高・堤防断面 B・A 0.4k～0.6k

3 堤防高・堤防断面 A・A 0.6k～2.0k-10m

4
堤防高・堤防断面法

崩れ・すべり
B・B・B 2.0k+20m～3.2k+90m

5 堤防高・堤防断面 B・B 3.2k+90m～3.4k

6 堤防高・堤防断面 A・A 3.4k～9.0k-18m

7 堤防高・堤防断面 A・A 9.0k-18m～9.2k-80m

8 堤防高 B 9.2k-80m～12.0k+40m

9 堤防高・堤防断面 B・B 12.0k+40m～14.6k

10 堤防高 B 14.6k～14.8k+98m

11 堤防高・堤防断面 B・B 15.0k+30m～15.2k-100m

12 堤防高・堤防断面 B・B 15.2k-20m～17.2k-14m

13 堤防高・堤防断面 B・B 17.2k+100m～17.4k+138m

14 堤防高 B 17.6k+160m～17.8k

15 堤防高・堤防断面 B・B 17.8k～18.6k-50m

16 堤防高 B 18.6k～19.0k

17 堤防高・堤防断面 B・B 19.0k+50m～19.4k+10m

18 堤防高 B 19.4k+10m～20.4k-32m

19 堤防高・堤防断面 B・B 21.4k+110m～22.8k

20 堤防高 A 22.8k～23.0k+54m

21 堤防高 B 23.0k+54m～23.4k-30m

22 堤防高・堤防断面 B・B 23.4k-30m～23.6k+121m

23 堤防高・堤防断面 A・B 23.6k+121m～23.8k+11m

24 堤防高 B 23.8k+11m～24.0k+129m

25 堤防断面 B 24.2k+50m～24.4k

26 堤防高・堤防断面 B・B 24.4k～24.6k

27 堤防高・堤防断面 A・B 24.6k～24.8k-20m

28 堤防高 A 24.8k-20m～25.0k-30m

29 堤防高・堤防断面 A・A 25.0k+20m～26.0k

30 堤防高 B 0.40k～0.8k+85m

31 堤防高・堤防断面 B・A 0.8k+85m～1.0k

32 堤防高 B 1.0k～1.2k

33 堤防高・堤防断面 A・A 1.2k～2.0k+10m

34 堤防高・堤防断面 A・A 2.4k+90m～4.6k

種別 重要度 距離

35 堤防高 A 4.6k～4.8k+80m

36 堤防高・堤防断面 A・A 4.8k+80m～5.0k+120m

37 堤防高 B 6.2k～7.0k

38 堤防高 A 7.0k～7.4k-90m

39 堤防断面 B 7.4k-90m～7.4k-38m

40 堤防高・堤防断面 B・B 7.4k-38m～12.2k+60m

41 堤防高 B 12.2k+60m～12.4k+20m

42 堤防高・堤防断面 B・B 12.4k+20m～16.4k+150m

43 堤防高 B 16.6k～16.7k

44 堤防高・堤防断面 B・B 16.7k～17.0k+51m

45 堤防高・堤防断面 A・B 17.0k+51m～17.4k+56m

46 堤防高 B 17.4k+56m～17.6k

47 堤防高・堤防断面 B・B 17.6k～17.6k+98m

48 堤防高・堤防断面 A・B 17.6k+98m～18.6k+47m

49 堤防高・堤防断面 B・B 18.6k+47m～19.8k+70m

50 堤防高 B 19.8k+70m～20.2k-50m

51 堤防高・堤防断面 A・B 20.2k-50m～20.6k-32m

52 堤防高・堤防断面 A・A 20.6k-32m～20.6k+78m

53 堤防高・堤防断面 B・B 21.0k-97m～22.6k+3.4m

54 堤防高・堤防断面 A・B 22.6k+3.4m～22.8k+102m

55 堤防高・堤防断面 A・B 22.8k+102m～23.0k+20m

56 堤防高 B 23.0k+20m～23.2k+83m

57 堤防高・堤防断面 A・A 23.2k+83m～23.6k-80m

58 堤防高・堤防断面 A・A 23.8k-80m～24.2k-100m

ア 工作物 B 3.6k

イ 工作物 B 12.2k+35m

ウ 工作物 B 13.0k

エ 工作物 B 15.0k

オ 工作物 B 17.6k+50m

カ 工作物 B 21.4k

キ 破堤跡 要注意 13.2k～13.2k+100m

ク 旧川跡（漏水） 要注意 14.8k+45m～14.8k+91m



重要水防箇所(出石川)
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種別 重要度 距離

1 堤防断面 B 0.0k～0.2k-50m

2 堤防高・堤防断面 B・B 0.2k-50m～1.0k+135m

3 堤防断面 B 1.0k+135m～1.2k-50m

4 堤防高・堤防断面 B・B 1.6k+190m～2.8k+160m

5 堤防高 B 2.8k+160m～3.0k+62m

6 堤防高 B 3.0k+62m～3.0k+130m

7 堤防高・堤防断面 B・B 3.0k+130m～5.4k+100m

8 堤防断面 B 7.0k+100m～8.8k-100m

9 堤防高・堤防断面 B・B 0.0k～0.0k+110m

10 堤防高 B 0.2k+104m～1.0k+122m

11 堤防高・堤防断面 B・B 1.2k+100m～2.8k+106m

12 堤防高 B 3.0k+106m～3.6k+79m

13 堤防高 B 3.8k+30m～4.2k+34m

14 堤防高・堤防断面 B・B 5.2k～5.8k+133m

15 堤防高・堤防断面 B・B 6.0k+80m～6.4k-5m

16 堤防高 B 6.4k-5m～6.6k+55m

17 堤防断面 B 6.6k+55m～7.0k+170m

18 堤防断面 B 7.2k+30m～8.8k-110m

ア 工作物 B 1.2k

イ 破堤跡 要注意 5.2k+100m～5.4k+90m

○現在の堤防の高さや幅、過去の漏水実績などから、水防上特に注意を要する区間を定め、重点的
に巡視が必要な箇所を重要水防箇所として指定し、豊岡河川国道事務所にて公表している。



重要水防箇所(奈佐川)
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種別 重要度 距離

1 堤防高・堤防断面 A・B 0.0k～1.0k+134m

2 堤防高・堤防断面 B・B 1.0k+134m～1.2k+2m

3 堤防高・堤防断面 A・B 1.2k+2m～4.0k+70m

4 堤防高・堤防断面 A・B 0.0k～1.0k+208m

5 堤防高・堤防断面 B・B 1.0k+208m～1.2k+10m

6 堤防高・堤防断面 A・B 1.2k+10m～2.4k+92m

7 堤防高・堤防断面 A・B 2.4k+92m～2.8k+5m

8 堤防高・堤防断面 A・B 2.8k+5m～3.4k

9 堤防高 A 3.4k～4.0k+80m

ア 工作物 A 0.0k

イ 工作物 A 1.2k-45m

ウ 工作物 A 1.2k-26m

エ 工作物 B 2.0k+65m

オ 工作物 A 2.4k+94m

カ 工作物 A 3.6k+73m

キ 工作物 A 4.0k+42m

○現在の堤防の高さや幅、過去の漏水実績などから、水防上特に注意を要する区間を定め、重点的
に巡視が必要な箇所を重要水防箇所として指定し、豊岡河川国道事務所にて公表している。
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（２）現状の減災に関わる取り組み状況、課題等



項目 事項
豊岡河川国道
事務所

兵庫県 豊岡市 内容 課題 No

1.現状
の水害
リスク情
報や取
組状況
の共有

(1)情報伝
達、避難
計画等

1)洪水時に
おける河川
管理者から
の情報提供
等の内容及
びタイミング

氾濫危険情報、は
ん濫注意情報等を
神戸地方気象台と
共同で発表

円山川の危機迫る状況を確実
に伝えるための洪水予警報の
発令を行う。

・現状の洪水予報文では、対象区域・切迫感が伝わりに
くいため、洪水予報文を改良・改善する必要がある。

1

連絡系統を基に水
位・雨量・被災状況
を伝達

連絡系統を基に被災
状況を伝達
（フェニックス防災端
末も活用）

豊岡河川国道事務所、兵庫
県からの情報伝達について
豊岡市地域防災計画に規
定

関係機関、市民等へ確実に情
報を伝達する体制を整備する。 ・各実施主体の情報伝達に関する内容、基準、体制は設

定されているが、実施主体間の情報伝達方法、タイミン
グの整合性は十分に図れていないことから、情報伝達
の内容、タイミングを検証・改善する必要がある。

2

防災拠点機能の拡
充を図るための防
災情報端末の整備

防災ステーション等の水防拠点
への情報伝達方法を確立する。 3

2)避難勧告
等の発令基
準

市全域を対象に、流域ある
いは、河川区分（上流、中流、
下流）ごとに、避難勧告等の
発令情報及び発令基準を設
定
より細分化した地区別の避
難勧告等の発令基準につ
いては、現在検討中

躊躇なく避難勧告等が発令でき
るように、豊岡河川国道事務所
や兵庫県からの情報伝達の内
容・タイミングを設定する。

・地区別のきめ細かな基準設定等の発令基準について、
現在検討中であり、引き続き検討を推進する必要があ
る。

4

3)避難場
所・避難経
路

災害種別に応じた避難場所
を指定しており、防災マップ、
HP、豊岡市地域防災計画
において公表
区・自主防災組織と事業所
との緊急時の一時避難とし
ての協定締結を支援

確実な市民の避難行動を支援
するために避難場所を設定す
る。

・地域毎で避難経路の検討・設定を行っており、地域住民
が水害時に円滑に避難できるよう情報提供等の支援を
行っていく必要がある。

5

道路アンダーパス部
の浸水情報の掲示

道路アンダーパス部の浸水
情報の掲示

豊岡市内のアンダーパスでの浸
水情報を収集し、道路利用者へ
情報を提供する。

・表示板の追加設置や、ＬＥＤ化等、災害時に円滑な避難
行動を確保できるよう、機能（視認性等）改善を図ること
が重要である 。

6

被災者の受け入れを
地域防災計画で規定
応援協定：被災者の
受け入れ

想定最大外力相当が発生して
も、市民の安全を確保するため
の広域避難協定を締結する。

・県レベルでは、関西内外の都道府県と連携による広域
協定を締結し対応している。市レベルでは、水害時の
被災特性（底平部全域が浸水）から、隣接市町村への
広域避難、受援・支援が困難な状況であるものと想定
している。

7

現状の減災に関わる取り組み状況、課題等
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項目 事項
豊岡河川国道
事務所

兵庫県 豊岡市 内容 課題 No

1.現状の
水害リス
ク情報や
取組状
況の共
有

(1)情報
伝達、避
難計画
等

4)住民等への
情報伝達の
体制や方法

関係機関への洪水予
報連絡系統を設定

市町村、一般住民へ
の情報伝達体制系統
を設定

躊躇なく避難勧告等が発令でき
るように、豊岡河川国道事務所
や兵庫県からの情報伝達の内
容・タイミングを設定する。

・現状の情報伝達の体制や方法について、大規模
災害による広域避難に対する適応性を検証し、必
要に応じて改善する必要がある。

8

「TAJIMA防災」で水
位雨量を配信中（プ
ル型）

「兵庫県河川監視シ
ステム」により水位雨
量を発信

市民・事業者等、関係機関が円
山川の状況を把握するためのリ
アルタイムの雨量・水位・CCTV映
像を提供する。

・既存の情報伝達ツールの実効性を検証するととも
に、より効率的、効果的に活用していくための改良
策について検討、実施していく必要がある。

9

5)想定最大規
模の洪水に
係る浸水想
定区域図等
の作成と周知

円山川洪水浸水想定
区域図の公表
(H28.6予定)

堤内地被害想定や避難行動に資
する治水計画規模（超過確率100
年）及び想定最大外力（超過確率
1000年）での洪水浸水想定区域図
を策定・公表する。

・最新の知見を踏まえた浸水想定区域図、シミュ
レーション結果等をハザードマップの作成や啓発
活動等の防災対策に有効活用していく必要がある。

10

氾濫シミュレーション
結果を円山川洪水浸
水想定区域図(H28.6 
予定)にあわせて公表

堤内地被害想定や避難行動に資
する治水計画規模（超過確率100
年）及び想定最大外力（超過確率
1000年）を対象とした氾濫シミュ
レーションの公表を行う。

11

6)ハザード
マップの改良
と周知

兵庫県CGハザード
マップを作成して、県
のホームページで公
開

平成18年に作成され、ワーク
ショップ等の啓発活動で活用

市民への洪水時の危険性や避難
行動に資する洪水ハザードマップ
を作成・公表する。

12

7)まるごとま
ちごとハザー
ドマップの整
備と周知

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
ザードマップの整備

まるごとまちごとハザードマッ
プの整備

豊岡市内の様々な場所において、
まるごとまちごとハザードマップや
避難場所案内看板等を設置する。

・防災・減災行動を支援する内容に随時改良・改善
していくことが望ましい。

13

8)要援護者の
避難計画策
定と避難訓練
の実施

福祉避難所：特養・養護・老
健施設長連絡協議会等との
団体と連携し、指定を実施

要援護者対応：要援護者の
対策として一人一人に対する
個別支援計画の策定を支援

健常者に加え、幼児、お年寄り、
外国人などの要援護者及び要援
護者施設を対象とした避難計画策
定と避難訓練を実施する。

・現在、個別支援計画の作成・訓練を実施中である
ため、継続して支援を実施していく必要がある。

14
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項
目

事項
豊岡河川国道
事務所

兵庫県 豊岡市 内容 課題 No

1.現状
の水害
リスク
情報や
取組状
況の共
有

(2)水防
に関す
る事項

1)河川水位
等に係る情
報提供

雨量、水位の観測と
監視カメラによる河川
の様子の撮影を実施

雨量、水位、CCTVを指
定区間で設置

河川管理者が流域の状況を確実に把
握するためにリアルタイムの雨量・水
位・CCTV映像を情報収集する。

・既存の情報伝達ツールの実効性を検証するとともに、
より効率的、効果的に活用していくための改良策に
ついて検討、実施していく必要がある。

15

「TAJIMA防災」で水
位雨量を配信中（プ
ル型）

河川水位予測などの情
報を「フェニックス防災シ
ステム」により市や消防
機関等に提供

市民・事業者等、関係機関が円山川
の状況を把握するためのリアルタイム
の雨量・水位・CCTV映像を提供する。

16

「ひょうご防災ネット」で気
象予報、水位、雨量を配
信

「ひょうご防災ネット」で気
象予報、水位、雨量を配
信
FAXによる情報伝達を実
施

市民の避難判断・行動や水防活動を
支援するためにスマートフォン・携帯
電話等を活用したプッシュ型の情報
提供を実施する。

17

防災無線の設置を実施
市民に危機を知らせ、避難準備や行
動を促すための防災行政無線を整備
する。

・防災無線の老朽化、機能更新に際し、災害時に市民
へ情報が周知できるように時点更新が必要である。

18

2)河川の巡
視区間

円山川直轄区間を対
象に巡視計画を策定
し、以下の区間を対
象に定期的な河川巡
視(週2回)を実施

国、市、消防団（水防団）
合同で、共同点検を年1回
実施

定期的な河川巡視及び消防団(水防
団)との共同点検を実施する。

・社会情勢の変動や被災特性の変化が想定されるた
め、河川巡視、点検方法について、検証及び改善検
討を行う必要がある。

19

3)水防資機
材の整備状
況

豊岡河川国道事務所、
出張所、防災ステー
ション等で資機材を整
備

水防倉庫、機器、資材を
整備

各地水防倉庫(24箇所)に
資機材を配備

迅速な水防活動を支援するための資
機材を配備する。

・社会情勢の変動や被災特性の変化が想定されるた
め、現状の備蓄数量、配備箇所等の妥当性の検証
と改善方策の検討を行う必要がある。

20

円山川防災ステー
ション、出石川防災セ
ンターの整備

六方河川防災ステーショ
ンの整備

円山川沿川の消防団(水防団)の活動
を支援する拠点としての河川防災ス
テーションを整備し、有効な活用につ
いて議論する。

・水防訓練等から得られた改善策を水防活動に反映
する必要があるため、水防訓練等を踏まえた防災ス
テーションの機能改善と、資機材数量の配備に関す
る検討を行う必要がある。

21

4)市町村庁
舎、災害拠
点病院の水
害時におけ
る対応等

豊岡出張所は耐水化
を整備済
事務所の非常用発電
機は2階に設置済
(H14.3)

県民局庁舎において新
たに電気設備棟を建築し、
地下に設置されていた受
電設備を２階に設置

県民局庁舎において非
常用発電機を新設
（H18.3）

市役所の新庁舎の建設の
際に耐水対策を実施
(H26.4供用開始)

平成16年10月台風23号後に庁舎等
の機能確保のための耐水化等対策を
実施する。

・市町村庁舎、災害拠点病院等で業務継続計画は策
定されていないため(今後実施予定)、策定・運用を
推進する必要がある。

22
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項目 事項
豊岡河川国道
事務所

兵庫県 豊岡市 内容 課題 No

1.現状
の水害
リスク情
報や取
組状況
の共有

(2)水防
に関す
る事項

5)水防訓練
国・県・市で毎年水防
訓練を実施している。

国・県・市で毎年水防
訓練を実施している。

国・県・市で毎年水防訓練を
実施している。

国県市等の関係機関が連携し
た実動水防訓練を実施する。

・水防訓練を踏まえて水防活動の内容を検証・改善してい
く必要があるため、ＰＤＣＡサイクルに基づいた訓練の継
続実施を行う必要がある。

23

6)重要水防
箇所の啓発

円山川、出石川、奈左
佐川において重要水防
箇所は平成27年4月に
更新

円山川の重要水防箇所の定期
的な見直しをする。

・重要水防箇所の位置について、共通認識を図る必要が
ある。

24

7)水防に関
する広報の
充実

地域防災学習会等を4
回開催している。

地域防災学習会等を
4回開催している。

地域防災学習会等を4回開
催している。

平成16年10月台風23号での水
害等を教訓とした水害教育を実
施する。

・地域防災学習会等の啓発活動を引き続き実施し、地域
住民への浸透・深化を促進する必要がある。
・自主防災組織・地域コミュニティの活動において次世代の
人材の増員が必要となるため、幅広い世代の市民の参
加を促進する必要がある。

25

出前講座3回、ワーク
ショップ3回、防災学習会
4回を実施

出前講座2回、ワーク
ショップ3回、防災学習
会4回を実施

出前講座40回、ワークショップ
3回、防災学習会4回を実施

平成16年10月台風23号での水
害等を教訓とした洪水や水害
にそなえた市民への出前講座
やワークショップを開催する。

26

豊岡市の地域FMラジオ、HP
で円山川の水防に関する情
報を公開

平成16年10月台風23号の教訓、
水害に対する備え等に関する
広報を行う。

・広報の活動を引き続き実施し、地域住民への浸透・深化
を促進する必要がある。

27

浸水リスクの問い合わ
せを受け付ける窓口
「災害情報普及支援
室」を設置（H27）

豊岡市内の事業所被害軽減に
資する民間企業や大規模工場
における水害対策を啓発する。

・今後も、「災害情報普及支援室」を活用した、情報提供を
継続実施していくことが望ましい。

28

フェニックス共済の加
入促進

フェニックス共済の加入促
進

平成16年10月台風23号の被災
等を教訓とした浸水被害後にお
ける市民の生活再建支援を促
進する。

・住宅再建共済制度：16.7%、家財再建共済制度5.3%と、
フェニックス共済の加入者が少ないため、支援を促進す
る必要がある。

29

8)災害ボラ
ンティア活
動の支援体
制の整備

災害ボランティア活動
の支援体制を整備

災害ボランティア活動の支
援体制を整備
災害時ボランティアの受け
入れ訓練を実施(H27.8)

早期復旧に向けた円滑な災害
ボランティア活動の促進を図る。

・現在、災害ボランティアの受け入れ訓練が実施されてい
るため、訓練の実施内容を踏まえ、活動支援体制を充実
させる必要がある。

30

9)応急対策
復旧

建設業協会との連携に
よる支援要請

建設業協会との連
携による支援要請

建設業協会との連携によ
る支援要請

早期復旧に向けた建設業協会
との連携の促進を図る。

・早期復旧に向け、被災後に迅速な対応ができるように、
協定の締結を推進していく必要がある。

31
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項
目

事項
豊岡河川国道
事務所

兵庫県 豊岡市 内容 課題 No

1.現状
の水害
リスク
情報や
取組状
況の共
有

(3)浸水
の排水、
施設運
用等に
関する事
項

排水施設、排水資
機材の運用方法の
改善

浸水範囲内の局所的
な浸水を想定した排水
ポンプ車のアクセス道
路及びポンプ車配置計
画を作成済
連絡体制整備済

排水計画の策定や排水ポンプ車
出動要請の連絡体制を整備する。

・大規模水害における適応が必要であるため、排
水施設の整備方針を策定し、効果的な排水対
策施設整備を継続実施する必要がある。

32

平成17年～平成20年
にかけ、排水機場の耐
水化対策を実施
内水解析の技術的支
援

六方川排水機場、大
谿川排水機場の耐水
化

内水排水機場の整備と浸水による
停止を想定した耐水化対策を実施
する。

33

(4)河川
管理施
設の整
備に関
する事項

堤防等河川管理施
設の現状の整備状
況及び今後の整備
内容

堤防のかさ上げ、浸
透・浸食対策を実施

円山川水系河川整備基本方針・
整備計画に基づく洪水を安全に流
すための堤防を整備する。

・洪水を安全に流すためのハード対策及び粘り
強い構造の堤防等の整備を5ヵ年の計画に基
づき実施中であるため、継続実施する必要が
ある。

34

堤防天端の保護、堤防
裏法尻の補強を実施
（危機管理型ハード対
策）

円山川の氾濫被害の拡大を抑制
し、避難時間を確保するための、
粘り強い堤防の整備（危機管理型
ハード対策）をする。

35

項目 事項
豊岡河川国道
事務所

兵庫県 豊岡市 内容 課題 No

2.地域の取り組
み方針の作成

円滑かつ迅速な避
難、的確な水防活
動及び排水を実現
するために各構成
員がそれぞれ又は
連携して取り組む事
項をまとめた地域の
取組方針を作成し、
共有する。

全29地区で地域コミュニ
ティを設立(H27.2に方針
策定)

地域コミュニティの活動を推進する。

・地域コミュニティ内の自助・共助をさらに促進さ
せるため、地域コミュニティの活動の支援を継
続実施する必要がある。

36

3.フォローアップ

毎年、協議会等を
開催するなどして、
地域の取組方針に
基づく対策の実施
状況を確認する。ま
た、本協議会等を中
心として、毎年出水
期前にトップセミ
ナーや堤防の共同
点検等を実施し、状
況の共有を図る。

洪水予報連絡会の実
施

水防連絡会の実施
洪水予報連絡会、県水
防連絡会の参加

水害を想定した市民の安全確保に
向けた協議会を行う。

・洪水予報連絡会、水防連絡会の施策内容の情
報共有を図り、今後の各機関の取組・進捗を
確認・点検する機会を設ける必要がある。

37
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２．減災のための目標(案)について



平成16年台風23号の教訓

命を守る

①平成16年台風23号では、避難勧告・指示が発令された地域の
避難率は10％を下回った。
※約6万人に避難勧告・指示が発令され約5200人が避難
②水位が急激に上昇したため、避難勧告が発令された時点では、
危険水位（今は氾濫危険水位）に迫っていた。

③情報伝達では、円山川の水位上昇、堤内地の内水氾濫や道路
状況等が具体的に伝えられなかったこと、避難勧告と避難指示
を誤解した人もいたこと、聞きとりやすい丁寧な口調の通報が
かえって緊迫感を与えなかったことの反省点があがった。

④国、県、市や地域コミュニティの協力・連携の重要性を改めて確
認する。

⑤水防資機材の確認や円滑な水防活動を実施するために備える。

被害を
軽減する

⑥広域に浸水が広がるため、氾濫発生後の速やかな浸水の排水
が必要である。

⑦市民生活の早期復旧のため、ボランティア活動等の支援活動
の早期の受け入れが必要である。

迅速に
復旧する

22
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減災のための目標(案)

〇5年間で達成すべき目標
平成16年10月の台風23号の教訓を踏まえ、円山川の大規模水害
に備えて以下のことに取り組み、水防災の重要性を認識し、危機
管理型ハード対策並びに住民目線のソフト対策を実施し、「水害に
したたかな地域」を創出する。

〇目標達成に向けた取組方針
１.円滑かつ迅速な避難のための取り組み
２.的確な水防活動のための取り組み
３.粘り強い構造および無堤区間の堤防整備の取り組み
４.浸水の排水、施設運用等に関する取り組み

※大規模水害・・・想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水氾濫による被害
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1.円滑かつ迅速な避難のための取り組み（イメージ）

項目 事項 分類 内容(施策)案 対策イメージ案 実施主体 No
１．円
滑かつ
迅速な
避難の
ための
取り組
み

(1)情報伝
達・避難
計画等

洪水時における河川
管理者からの情報提
供等の内容及びタイミ
ングや避難勧告等の
発令内容、基準等の
改善

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき
大規模氾濫時を想定した情報伝達体制、方
法について検証を行う。

・大規模氾濫を想定した訓練、試行運用によるタ
イムラインの検証

国 県 市 1

・洪水予報文の改善
(国土交通省資料「避難を促す緊急行動」を考
慮)

国 2

地域性や被災特性を踏まえたきめ細かな避
難計画を立案する。

・地区別の発令情報、及び発令判断基準等の検
討に着手

市 3

住民等へ適切かつ確
実に情報提供する体
制や方法の改善

避難の準備・行動を促す情報提供方法の検
証と改良を行う。

・現状の情報提供ツールの実効性の検証と改良
検討

国 県 市 4

(2)平時か
ら住民等
への周
知・教育・
訓練

想定最大規模の洪水
に係る浸水想定区域
図等の作成と周知

洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーション
結果を有効活用する。

・浸水想定区域図、氾濫シミュレーション結果を基
にした市内の危険箇所の情報提供
(防災教育、机上訓練、防災マップの作成に活
用)

国 5

ハザードマップの改良
と周知

新たにハザードマップを作成し、避難経路等
の選定の促進を図る。

・浸水想定区域図の情報に基づいた防災マップ、
兵庫県CGハザードマップの更新と周知

県 市 6

要援護者の避難計画
策定と避難訓練の実
施

個別支援計画の策定や要援護者を対象とし
た訓練を実施する。

・避難行動に関する要援護者個別支援計画の策
定、及び訓練の実施

市 7

(3)円滑か
つ迅速な
避難に資
する施設
整備に関
する事項

防災ステーションの整
備

災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため水
防拠点の機能を検討し、整備する。

・防災ステーションの機能に関する検証、及び改
善方策（例えば資機材備蓄量の増強）の検討・
実施

国 県 8

避難経路の検討の促
進

地域毎での避難経路の検討・設定にあたっ
て、浸水状況の情報提供を行う。

・各地域、箇所における浸水状況の情報を提供 国 県 市 9
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２．的確な水防活動のための取り組み（イメージ）

項目 事項 分類 内容(施策)案 対策イメージ案 実施主体 No

２．的確な
水防活動
のための
取り組み

(1)水防
活動の
効率化
及び水
防体制
の強化

水防に関する広報の充
実

啓発活動や広報資料に、大規模氾濫に関す
る内容を盛り込むとともに、啓発活動に際して、
幅広い年齢層の参加を促進する。

・大規模災害時の被害想定やその対応策の内
容の反映を検討

国 県 市 10

・若年層の世代に特化した啓発活動の場の企
画の検討
・教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニ
ティを活用した広報の充実

国 県 市 11

水防資機材の整備
災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資
機材やその数量の見直しを行う。

・必要な資機材の配備や防災ステーションの機
能検討

国 市 12

水防訓練の充実
実働水防訓練の継続的な実施とその内容の
見直しを行う。

・迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイク
ルに基づく訓練と継続的な実施

国 県 市 13

地域コミュニティの活動
の支援

地域コミュニティの活動を推進し、活動内容を
協議会で議論する。

・地域コミュニティでの防災や減災活動に関す
る支援や活動内容の情報共有

国 県 市 14

(2)市庁
舎や災
害拠点
病院等
の自衛
水防の
推進

洪水時の庁舎等の機能
確保のための対策の充
実

大規模氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。
・大規模氾濫時の機能維持及び重要資機材へ
の影響の確認と有効的な対策の検討

国 県 市 15

市町村庁舎、災害拠点
病院の水害時における
対応等

各機関、事業者における水害時BCP（事業継
続計画）を作成する。

・災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるよう
に水害時BCP（事業継続計画）を作成

国 県 市 16
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４．浸水の排水、施設運用等に関する取り組み（イメージ）

項目 事項 分類 内容(施策)案 対策イメージ案 実施主体 No

４．浸水の排水、施設
運用等に関する取り
組み

排水施設、排水資機材の
運用方法の改善

豊岡市内での大規模氾濫を想定した排水計画を
策定し、内水対策を実施する。

・具体的な排水計画の立案 国 19

排水施設の整備及び耐
水化

排水施設の耐水化を実施する。
・大規模氾濫時の耐水性の確認と耐水化対
策の検討 国 20

３．粘り強い構造及び無堤区間の堤防整備の取り組み（イメージ）

項目 事項 分類 内容(施策)案 対策イメージ案 実施主体 No

３．粘り強い構造及び
無堤区間の堤防整備
の取り組み

洪水を安全に流すための
ハード対策

堤防のかさ上げ、浸透・浸食対策等の洪水を安全
に流すためのハード対策を実施する。

・今後5年間の計画に基づいた、堤防のかさ
上げの実施

国 17

危機管理型ハード対策
堤防天端の保護、堤防裏法尻の補強等の大規模
氾濫を想定した粘り強い構造の堤防の整備を実
施する。

・今後5年間の計画に基づいた、天端の保護
及び裏法尻の補強の実施

国 18
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