
1

円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会
第２回協議会 説明資料

資料－４

平成28年7月21日



１. はじめに

２. 本協議会の構成員

３. 円山川の概要と主な課題

４. 現状の取組状況

５. 減災のための目標

６. 概ね5年で実施する取組

７. フォローアップ

目次

2



3

１. はじめに
■協議会設立の背景や主旨
・「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意
識の変革による「水防災意識社会」の再構築について～」の答申
・『水防災意識社会』の再構築を平成32年度までに実施
・本協議会を設置し、減災目標を共有
・計画的に、ハード対策及びソフト対策を一体的に推進
■円山川の地形・氾濫特性

・豊岡盆地を貫流、緩やかな河川勾配、浸水が長期化、平地部全域が浸水
■取組の概要
・平成16年台風23号規模の洪水への対応を継続実施し、さらに、この規模を
上回る洪水への減災対策を段階的に取り組んでいく。

２. 本協議会の構成員
・豊岡市長
・気象庁 神戸地方気象台長
・兵庫県但馬県民局 総務企画室長
・兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所長
・近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所長
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３. 円山川の概要と主な課題

■平成16年台風23号洪水での主な課題
(1)命を守る
①高所への退避はされたものの、住居から避難所への避難は10%程度にとどまり、避難勧告・指示
が市民の避難判断・行動へ結びつかなかった。

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
迫っていたことから、円滑かつ迅速な発令ができていなかった。

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挙がった。

(2)被害を軽減する
①急速な水位上昇及び浸水の拡大により、氾濫前の水防活動が十分に実施できなかった。
②水防資材の配備が十分でないことから、水防活動等の、被害を軽減する対応に支障をきたした。

(3)迅速に復旧する
①堤防決壊と内水氾濫により豊岡盆地はほぼ丸２日間浸水し、本格的な復旧活動は、浸水被害発
生の２日後からとなった。

②豊岡市は災害ボランティアの受入れに積極的に関与し地域との調整を実施したものの受入れ体
制や位置づけが明確化されていなかったため、行政とボランティアとの連携に一部課題を残した。

■平成16年台風23号洪水を契機に実施した主な水防災対策
・市民の水防災意識を向上させるための啓発活動、広報の充実

・関係機関への情報伝達や市民への避難を促すための情報伝達体制・方法・情報伝達ツールの検
討や整備
・水防活動に資するための水防活動拠点や水防資機材の配備
・市民が協力し、自助、共助を図るための地域活動の支援、要援護者の個別支援計画の作成
・河川激甚災害対策特別緊急事業（河道掘削、堤防整備、内水対策、構造物の改築） 等



４. 現状の取組状況

○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

○水防警報の発令や避難判断水位到達情報の発表を
行うとともに、洪水予報等を通知する

○連絡系統を基に水位・雨量・被災状況を伝達

○防災拠点機能の拡充を図るための防災情報端末の整
備
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（1）情報伝達、避難計画等に関する事項 (１/２)
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 2)避難勧告等の発令基準
3)避難場所・避難経路 4)住民等への情報伝達の体制や方法
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 6)ハザードマップの改良と周知
7)まるごとまちごとハザードマップの改良と周知 8)要援護者の避難計画策定と避難訓練の実施
9)避難に関する広報・啓発

【課題】
・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
ングの整合性の検証・調整は十分に図れていない。

【国】【気象庁】

【県】

【国】【県】【市】
【国】

【円山川はん濫注意情報】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

【平成16年台風23号洪水時の情報提供等に関する課題】
・水位が急激に上昇したため、避難勧告の迅速な発令ができていなかった。
・水位上昇、堤内地の内水氾濫、道路状況等の情報が具体的に伝えられなかった。
・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。



４. 現状の取組状況
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【課題】

・現在、豊岡市では、行政区に対して個別
支援計画の作成の支援（個別支援計画
の内容の簡略化、命を守るための優先
的な取組の働きかけ等）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。

〇関係機関への洪水予報連絡系統を設定
○地域防災計画及び水防計画に連絡系統を規定
○水防警報や避難判断水位到達情報、洪水予報等を
通知
○「フェニックス防災システム」と「Lアラート（災害情報
共有システム）」のリアルタイム連携により、水位・雨
量情報や市が発令した避難勧告等を放送事業者や
民間情報提供者等を通じ、住民に伝達
兵庫県のホームページや「ひょうご防災ネット」によ
り、避難勧告等発令情報を住民に周知

だれが

（支援者名）

だれを

（要援護者名）

どこへ

（避難先）

○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

【課題】
・現状の情報伝達の体制や方法について、洪水の進行や計画
規模以上の洪水氾濫による広域避難の適応性等が検証され
ていない。

【国】

【県】【市】

【県】 【市】
【県】

【ひょうご防災ネット】

【一人一人に対する個別支援計画のイメージ】

メールによる避難勧告、
気象情報等を配信

（1）情報伝達、避難計画等に関する事項 (２/２)

4)住民等への情報伝達の体制や方法 8)要援護者の避難計画策定と避難訓練の
実施

出典：ひょうご防災ネット
http://bosai.net/regist/index.html



４. 現状の取組状況
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（２）水防に関する事項

1)河川水位等に係る情報提供 2)河川の巡視区間 3)水防資機材の整備状況
4)市町村庁舎、災害拠点病院の水害時における対応等 5)水防訓練 6)重要水防箇所の見直し
7)地域防災力の向上 8)水防に関する広報の充実 9)災害ボランティア活動の支援体制の整備
10)応急対策復旧 11)フォローアップ

【課題】

・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が、幅広い世代の市民の参加が
十分に図られていない。
・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
域コミュニティの枠組みを活用した活動の支援を継続実施
する必要がある。

○出前講座、ワークショップ、防災学習会の実施

○ひょうご防災リーダー講座の開催及び自主防災組織の
育成・活動支援
○全29地区で地域コミュニティを設立

【課題】
・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。

○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
○住宅再建共済（フェニックス共済）
の加入を促進

出典：豊岡市HP:『みんなの力で命と暮らしを守る』～河川の出水期に備えましょう！』

【県】【市】

【市】 【市】

【水防に関する広報(豊岡市HP) 】

【地域コミュニティの施策が
実施されている29地区】

7)地域防災力の向上 8)水防に関する広報の充実

出典：豊岡市新しい地域コミュニティ導入ガ
イドブック 平成27年度



４. 現状の取組状況
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（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

【国】 【国】 ○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

○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

【円山川内水対策
(排水機場等)位置図】

出典：円山川水系 水防マネジメント計
画書～風水害対策編～

【ポンプ車配置計画】

出典：国土交通省提供資料

【課題】

・計画規模以上の洪水における適応が必要で
あるが、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が十分に行われてい
ない。

【県】○六方川排水機場、大谿川排水機場の耐
水化

【六方川排水機場位置図】

出典：兵庫県提供資料

【大谿川排水機場位置図】

出典：兵庫県提供資料

六方川排水機場

大谿川排水機場

排水施設、排水資機材の運用方法の改善



４. 現状の取組状況
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(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

【国】○流下能力対策（築堤・掘削等）の実施
・流下能力が著しく不足している区間について、平成32
年度を目途に流下能力対策（築堤・掘削等）を実施。

【流下能力対策（築堤・掘削等）の対策イメージ】

【築堤状況】

【課題】

・ 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は十分に行われていない。

【国】○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）
・氾濫リスクが高いにも関わらず、当面の間、上下流バ
ランスの観点から堤防整備に至らない区間などについ
て平成32年度を目途に粘り強い構造の堤防など危機
管理型のハード対策を実施。

出典:水防災意識社会再構築ビジョン http://www.mlit.go.jp/common/001113067.pdf

 

計画高水位 

通常時の水位 
 

計画高水位 

通常の水位 

【未完成の断面】 【完成された断面】

※堤防断面については計画高水位+50cm
※奈佐川下流左岸は特殊堤による整備

【堤防天端の保護、堤防裏法尻の補強の対策イメージ】

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



５. 減災のための目標

〇5年間で達成すべき目標
洪水が集中しやすい地形特性と平成16年10月の台風23号洪水の教訓
を踏まえ、重点的に実施されてきた円山川の水防災に関する取組につ
いて、大規模な水害にも備えられるよう段階的な進展を図り、地域の自
助・共助を一層高めることにより「水害にしたたかな地域」を創出する。

※円山川の水防災に関する取組：平成16年台風23号洪水規模から計画相当の洪水規模に対
応した、情報伝達体制・方法の整備、市民の水防災意識の啓発活動、広報の充実、自助、共
助を図るための地域活動支援、河川激 甚災害対策特別緊急事業 等

※大規模な水害・・・想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水氾濫による被害
※段階的な進展：平成16年台風23号時の洪水規模から大規模な洪水規模まで対応できるよう
に想定洪水規模を引き上げること

※水害にしたたかな地域：水害に対して、粘り強く（ハード対策）、抜かりなく（ソフト対策）対処で
きる、たくましい地域

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組
２.的確な水防活動のための取組
３.粘り強い構造および無堤区間の堤防整備の取組
４.浸水の排水、施設運用等に関する取組
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６. 概ね５年で実施する取組
１)円滑かつ迅速な避難のための取組
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■情報伝達・避難計画等

ア）タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情
報伝達体制、方法について検証を行う。

イ）地域性や被災特性を踏まえた避難情報の提供に努める。
ウ）広域避難に関する調整・検証を行う。
エ）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。

■平時から住民等への周知・教育・訓練
・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。

・住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、平時から地域。家庭、職場
等で防災への積極的な取組を行うよう促すなど、自主防災思想の普及、徹底を図る。
・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。
・個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。

・幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手
段、地域や行政の対応策について学ぶ。

■円滑かつ迅速な避難に資する施設整備に関する事項
・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。

・地域毎での避難経路の検討・設定にあたって、地域における浸水危険度や地域での経路
策定に当たっての情報提供を行う。



６. 概ね５年で実施する取組
１)円滑かつ迅速な避難のための取組
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・想定最大規模までの洪水氾濫を想定したタイムライン試行版の策定
・想定最大規模までの洪水氾濫を想定した訓練、試行運用によるタイムライン試行版の検証

・複数河川からの氾濫や内水氾濫も想定したシナリオ型で、避難勧告等の発令タイミング・区
域を設定

ア）タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情
報伝達体制、方法について検証を行う。

内容

具体的取組

・想定最大規模までの洪水氾濫を
想定したタイムラインを用いて、
国、県、市や水防活動、排水関係
者等の情報伝達体制が運用可
能かを確認し、必要に応じて見直
しを行う。

・特に市民の避難を考慮した事前
防災行動に対応できているかの
検証を行う。

タイムライン：災害が発生するこ
とを前提として、関係者が事前に
採るべき行動を『いつ』『誰が』『
何をするか』に着目して時系列で
整理し、関係者で合意して文書
化したもの

【タイムライン総括版(イメージ) 】



６. 概ね５年で実施する取組
１)円滑かつ迅速な避難のための取組
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・想定最大規模の洪水氾濫に対応した高所避難場所への避難計画の検証
・洪水氾濫1～2日前からの広域避難の有効性の検証

イ）地域性や被災特性を踏まえた避難情報の提供に努める。
ウ）広域避難に関する調整・検証を行う。

内容

具体的取組

・現行の避難方策（水平避難（指
定避難所への避難）・鉛直避難
（自宅２Ｆへの避難））から、高所
避難場所（避難ビル）への２段階
の避難誘導方策を検討する。

・浸水発生の1～2日前からの広
域避難の実施可能性について、
机上検討を行い、円山川流域に
おける広域避難の適用性を検証
する。

・円山川沿川の浸水区域外への
避難誘導の実現性について土
砂災害危険個所等を考慮したう
えで検討する。

【円山川洪水浸水想定区域図（想定最大規模) 】
【検討概要図】

：住居
：豊岡市内の施設
：想定浸水範囲
：避難経路
：山地
：土砂災害の危険性のある区域

浸水区域外（円山川沿川）

：土砂災害危険箇所等を考慮

広域避難の
実現性を検証

浸水区域内
：各階標高と浸水位を比較し、
高所避難（ビル、スーパー等への施設への避難）の可能性の検証



６. 概ね５年で実施する取組
１)円滑かつ迅速な避難のための取組

14

・現状の情報提供ツールの実効性の検証と改良

・中央防災会議の「防災対策実行会議水害時の避難・応急対策検討ワーキンググループ」の
報告「水害時の避難・応急対策の今後の在り方について（平成28年3月31日公表）」を参考
に情報提供方法を見直し
・防災無線の全戸設置

エ）避難の準備行動を促す情報提供方法の検証と改善を行う。（１/２）内容

具体的取組

【 TAJIMA防災】

メールによる避難勧告、
気象情報等を配信

【ひょうご防災ネット】

【各家庭に設置されている
戸別受信機】

・以下に示す情報提供方法（情報サイト・ホームページ、防災無線、啓発活動）の取組を継続実施するとともに、
検証・改善を行う。

リアルタイム公表される河川水
位に関する情報

河川のライブ映像

防災行政無線：地震・台風・火
災などの災害情報や市からの
各種お知らせなどを放送

地域防災学習会、ワーク
ショップ等の情報提供に
係る啓発活動

情報サイト・ホームページ 防災無線

【啓発活動 （例） 】

啓発活動

出典:TAJIMA防災 ＨＰ
出典：ひょうご防災ネット
http://bosai.net/regist/index.html

出典：
http://www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/11121
82795765/index.html 防災行政無線「戸別受信
機」設置について

出典： 豊岡河川国道事務所HP 「三江小
学校で地域防災学習会を開催しました」

防災に関するワークショップを開催しまし
た

【国】【県】【市】 【市】 【国】【県】【市】



６. 概ね５年で実施する取組
１)円滑かつ迅速な避難のための取組

15

・洪水の進行、激甚化を予測する判断基準やリードタイムを検討するとともに計画規模以上
の洪水の具体的な災害対応策を検証

エ）避難の準備行動を促す情報提供方法の検証と改善を行う。（２/２）内容

具体的取組

【洪水規模の時系列】

・累加雨量、実績雨量・水位の観測情報や予測雨量をも
とに当該洪水が、どの程度激甚化していくかを予測する。

・当該洪水が計画規模以上の浸水に至るまでの時間を
推定する。

・浸水に至るまでの時間内に可能な避難、水防活動等に
係る防災行動を選定する。

計画規模、想定最大規模の洪水規模は、浸水面積は大きく変わら
ないが、浸水深が大きく変化することが想定される。⇒洪水規模に
よりとるべき水防対応（避難行動、水防活動）が異なる。

リードタイム内にできる
防災行動
（高所等での2段階避難誘導、
水防活動の中止・退避等）
【避難誘導】
洪水規模に応じて、 市民に
いつまでに、どこに避難する
べきかを伝達

・地域内の高所避難施設
(ビル、スー パー等)

・他市町の避難所

【水防活動】
水防活動を終了するべき時
間を決定

事前に氾濫規模、浸水に至るまでの
時間（リードタイム）を予測

・累加雨量 ・実績雨量
・予測雨量 ・実績水位
・予測台風経路

避難計画
避難誘導

防災拠点
資機材等
の活用

水防活動

水平避難誘導、自
宅2階以上への垂
直避難誘導

水平避難誘導、自
宅2階以上への垂
直避難誘導

健常者

要援護者

越水、堤防決壊を
防ぐための、土の
う積み等の活動を
実施

防災拠点・水防倉
庫は利用可能なた
め、水防活動や避
難誘導に利用

近隣ビル等への
高所避難誘導

避難の可否を事
前に判断のうえ、
浸水区域外や高
所等に誘導

水防団員等の安
全確保のための
退避指示 等

浸水被害の予測を
踏まえ災害対応の
可否を判断し、適
切に利用

計画規模以上の洪水時のリードタイム（猶予時間）を考慮して実行可能な
具体的な防災行動や活動内容を設定

計画規模以上
への洪水の進
行が予測され
た場合

【計画規模まで】 【計画規模以上】

健常者

要援護者

【洪水の進行に対応した、防災行動・活動のイメージ】

水位・流量

時間

防災 

行動 
開始 

想定最大
規模到達

リードタイム

氾濫危険水位

計画規模

(1/100)

想定最大規模

(1/1,000) 

計画

規模
到達

危険
水位

到達



６. 概ね５年で実施する取組
２)的確な水防活動のための取組

16

■水防活動の効率化及び水防体制の強化

ア）啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動
の取組に幅広い年齢層の参加を促す。

・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。
・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。
イ）地域コミュニティの活動を支援する。
・重要水防箇所の共通認識を促進する。
・災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。
・建設業協会との連携・協働体制を強化する。

■市庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進
・洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。
・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。
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・現状の水防災に係る広報・啓発活動は、主に平成16年台風23号洪水及び計画規模の洪水規模に関連する被
害様相、水防災対策（避難行動、日頃の備え等）についての内容は反映されているが、想定最大規模に対する
内容は十分に反映されていない。

・地域への大規模氾濫に対する水防災意識の浸透・深化を促進するために、広報・啓発活動に計画規模以上の
内容を盛り込む。
・また、啓発活動において若年層の参加を促す企画等を実施し、減災活動の取組に幅広い年齢層の参加を促す。

６. 概ね５年で実施する取組
２)的確な水防活動のための取組

・啓発活動や広報資料に計画規模以上の洪水の被害想定やその対応策の内容の反映
・若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画・水害の恐れのある地域に居住することの危
険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示
・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
・「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進

ア）啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活
動の取組に幅広い年齢層の参加を促す。

内容

具体的取組

出典：地域防災学習会を開催しました

～子どもと一緒に考えよう！水害や土砂災害
への備え～
豊岡河川国道事務所HP

出前講座、ワークショップ等の啓発活動
や広報において、想定最大規模までの内
容を盛り込む。
・想定される被害様相

（想定される地域の浸水状況、避難経
路の冠水状況等）

・避難方策
（浸水区域外への避難、高所避難等）
・日頃の備え

（情報を受け取るための環境整備、避難
経路・避難場所の把握・掲示、災害時
要援護者に係る対応の把握・掲示等）

減災活動の取組に幅広い年齢層の参加
を促す。 【啓発活動 （例） 】

【想定される
浸水状況】

想定最大規模1/1,000

出典： 豊岡河川国道事務所HP 
防災に関するワークショップを開催しました
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・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

イ）地域コミュニティの活動を支援する。内容

具体的取組

市、県、国（市が主体）

・・・

・・・

・・・ 行政区359地区

地域コミュニティ29組織

市、県、国が役割分担

行政区359地区

【啓発活動 （例） 】

６. 概ね５年で実施する取組
２)的確な水防活動のための取組

地域コミュニティ設立後の防災、地域振興、防犯等の活動支援の枠組み
概ね5年で実施する取組ではこの枠組みを活用する

従前の防災、地域振興、防犯等の活動支援の枠組み

出前講座、ワークショップ等の啓発
活動や、災害時要援護者支援の迅
速化・円滑化

行政区359地区のすべてに対して
活動支援は困難

出典：豊岡市新しい地域コミュニ
ティ導入ガイドブック 平成27年
度【地域コミュニティ29組織】

・市内359地区の行政区に対して個別に防災、減災活動の支援を行うことは困難である。
・そこで、防災、減災活動の迅速化、円滑化を目的として、旧小学校区単位からなる２９組織の地域コミュニティ

の枠組みを活用することにより、出前講座、防災教育、ワークショップ等の啓発活動や現在取り組みの途上段
階である災害時要援護者を対象とした個別支援活動の推進を行う。



６. 概ね５年で実施する取組
３)粘り強い構造及び無堤区間の堤防整備の取組

19

・今後5年間の計画に基づいた整備

流下能力対策（築堤・掘削等）を実施する。
堤防天端の保護、堤防裏法尻の補強を実施する。

内容(施策)案

具体的取組

【堤防天端の保護、堤防裏法尻】
・城崎町桃島～今津、日高町西芝地先は平成28年度
までに実施予定
・立野～出石町引原等の区間は平成29～32年度に
実施予定

【流下能力対策（築堤・掘削等）】
・平成32年度を目途に城崎町今津、城崎町上山～森
津の区間において実施予定

【流下能力対策（築堤・掘削等）の実施区間】 【堤防天端の保護、堤防裏法尻の実施区間】



６. 概ね５年で実施する取組
４)浸水の排水、施設運用等に関する取組

20

・具体的な排水計画の立案
・洪水氾濫時の耐水性の確認と耐水化対策の検討

豊岡市内での計画規模以上の洪水氾濫を想定した排水計画を策定し、内水対策を実施する。
排水施設の耐水化を実施する。

内容(施策)案

具体的取組

【排水ポンプ車の現行配置計画
（計画規模洪水対応） 】

出典：国土交通省提供資料

想定浸水位

排水機場

・想定最大規模（1/1,000）
の洪水を想定した具体的
な排水計画の立案

・想定浸水位と重要機材(電源や操作盤等
の重要機材)の位置関係の確認

・耐水化対策の改善・改良



７．フォローアップ

21

◆各機関の取組内容については、必要に応じて、防災業務計画
や地域防災計画、河川整備計画等に反映することなどによっ
て責任を明確にし、組織的、計画的、継続的に取り組むことが
重要である。

◆原則、本協議会を毎年出水期前に開催し、取組の進捗状況を
確認し、想定最大の降雨規模にも対応するための方策につい
て協議し、必要に応じて取組方針を見直すこととする。

◆また、実施した取組についても訓練等を通じて習熟、改善を図
るなど、継続的なフォローアップを行うこととする。

◆なお、今後、全国で作成される他の取組方針の内容や技術開
発の動向等を収集した上で、随時、取組方針を見直すこととす
る。
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