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実施する実施する実施する実施する取組内容取組内容取組内容取組内容

1

■ハード対策の主な取組■ハード対策の主な取組■ハード対策の主な取組■ハード対策の主な取組■水害対策に関する事項■水害対策に関する事項■水害対策に関する事項■水害対策に関する事項 ・河道内樹木の伐採や河道内堆積土砂の除去等■■■■土砂災害対策に関する事項土砂災害対策に関する事項土砂災害対策に関する事項土砂災害対策に関する事項 ・土砂災害対策の推進・紀伊山系直轄砂防事業の推進 ・土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域の指定・地域防災計画への反映・ハザードマップ作成・公表
②氾濫及び土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保の②氾濫及び土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保の②氾濫及び土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保の②氾濫及び土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保の

ための取り組みための取り組みための取り組みための取り組み

■水防活動等の強化に関する事項■水防活動等の強化に関する事項■水防活動等の強化に関する事項■水防活動等の強化に関する事項・水防団員や消防団員・水防協力団体の募集・指定を促進及び地区間連携の強化・出動基準の必要性の再確認、基準整備・水防団(消防団含む)との情報伝達訓練の実施・関係機関が連携した実働水防訓練や土砂災害を想定した避難訓練の実施（資材等の点検管理含む）
■情報■情報■情報■情報共有に関する事項共有に関する事項共有に関する事項共有に関する事項・水害・土砂災害危険箇所の情報共有と関係市村等との共同点検の実施
■排水活動及び施設運用の強化に関する取組事項■排水活動及び施設運用の強化に関する取組事項■排水活動及び施設運用の強化に関する取組事項■排水活動及び施設運用の強化に関する取組事項・排水施設等の検討・整備
③意識③意識③意識③意識の啓発及び防災教育拡充のためのの啓発及び防災教育拡充のためのの啓発及び防災教育拡充のためのの啓発及び防災教育拡充のための取り組み取り組み取り組み取り組み

■水害・土砂災害に関する防災■水害・土砂災害に関する防災■水害・土砂災害に関する防災■水害・土砂災害に関する防災教育や防災知識の普及に関する事項教育や防災知識の普及に関する事項教育や防災知識の普及に関する事項教育や防災知識の普及に関する事項・教育、啓発活動の実施・「地域防災マップづくりワークショップ」に対する支援
④④④④被災後被災後被災後被災後のライフライン等の早期復旧実現に向けたのライフライン等の早期復旧実現に向けたのライフライン等の早期復旧実現に向けたのライフライン等の早期復旧実現に向けた検討検討検討検討及び及び及び及び

実施実施実施実施

■■■■早期復旧を実現するための被災後の対応早期復旧を実現するための被災後の対応早期復旧を実現するための被災後の対応早期復旧を実現するための被災後の対応・斜面崩壊による河道閉塞に備えた体制の確保・被災後の電気、通信機能等ライフラインの早期復旧

■ソフト対策の主な取組■ソフト対策の主な取組■ソフト対策の主な取組■ソフト対策の主な取組

①逃げ遅れ①逃げ遅れ①逃げ遅れ①逃げ遅れゼロに向けた的確な避難行動のためのゼロに向けた的確な避難行動のためのゼロに向けた的確な避難行動のためのゼロに向けた的確な避難行動のための取り組み取り組み取り組み取り組み

■県～■県～■県～■県～市村市村市村市村間間間間の水害・土砂災害対応ホットラインの整備に関するの水害・土砂災害対応ホットラインの整備に関するの水害・土砂災害対応ホットラインの整備に関するの水害・土砂災害対応ホットラインの整備に関する事項事項事項事項・ホットライン構築による県・市村の連携体制確保強化、住民への情報提供の確実な実施
■避難勧告等の発令に着目■避難勧告等の発令に着目■避難勧告等の発令に着目■避難勧告等の発令に着目した水害・土砂災害タイムラインした水害・土砂災害タイムラインした水害・土砂災害タイムラインした水害・土砂災害タイムラインの作成の作成の作成の作成・・・・

■■■■更新更新更新更新・活用・活用・活用・活用に関するに関するに関するに関する事項事項事項事項・避難勧告等の発令基準の設定・見直し及び避難行動の必要性を住民と共有・避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成・更新・タイムラインに基づく訓練の実施
■水害・土砂災害リスク周知等に関する事項■水害・土砂災害リスク周知等に関する事項■水害・土砂災害リスク周知等に関する事項■水害・土砂災害リスク周知等に関する事項・広域避難に向けた調整及び検討・民間施設等を活用した避難場所・避難経路の指定・更新及び周知並びに効率的な避難所運営方法の検討・要配慮者利用施設の現状把握・地域の避難計画及び要配慮者利用施設の避難計画作成の促進及び避難訓練の促進支援・改正水防法への理解促進、浸水実績図の公表に向けた仕組みづくり
■避難行動のためのリアルタイム情報発信等に関する事項■避難行動のためのリアルタイム情報発信等に関する事項■避難行動のためのリアルタイム情報発信等に関する事項■避難行動のためのリアルタイム情報発信等に関する事項・住民や隣接市町村に確実に伝えるための情報伝達手法の検討・整備・簡易水位計、量水標、CCTV カメラの設置検討・整備・土砂災害予測手法及びシステムの整備・普及・レーダ雨量計等の代替手段の利用（ホームページリンク）・メッシュ情報の充実（さまざまな地理情報との重ね合わせ等）・利活用の推進・気象警報等における危険度を色分け表示（分かりやすい表示）・ダム防災情報の伝達方法の改善
■■■■土砂災害防止法に基づく事項土砂災害防止法に基づく事項土砂災害防止法に基づく事項土砂災害防止法に基づく事項・基礎調査の実施・基礎調査の公表

課題対応 A・R
課題対応 B・D・F・N・Q・R

課題対応 A・K・L・S

課題対応 C・H・K・M・R

課題対応 G・Q
課題対応 I課題対応 H・P

課題対応 E・O
課題対応 T・U・V課題対応 J・S

課題対応 W



ハード整備に関する取組
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■水害対策に関する事項

3

●河道内樹木の伐採や河道内堆積土砂の除去等 【継続実施：奈良県、（近畿地整）】※取組機関の（ ）は、技術的支援・情報提供機関を示す。課題対応 WWWW
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事業実施中事業実施中事業実施中事業実施中凡凡凡凡 例例例例：激特砂防：激特地すべり：通常砂防（防災安全）：総流防

■土砂災害対策に関する事項

●土砂災害対策の推進 【継続実施：奈良県】

新宮川水系新宮川水系新宮川水系新宮川水系

⑭砂防：橡谷川

⑩砂防：大谷谷

③砂防：堂の谷
②砂防：北股谷

⑮砂防：池郷川
⑬砂防：泉谷川④砂防：柳谷

⑤砂防：鍛冶屋谷

⑨砂防：大畑瀞
⑫砂防：桑畑谷

①激特地すべり：広瀬
⑥激特地すべり：宇宮原

⑦激特地すべり：小井⑧激特地すべり：今西
⑪地すべり：折立

熊野川における砂防・地すべり熊野川における砂防・地すべり熊野川における砂防・地すべり熊野川における砂防・地すべり事業一覧事業一覧事業一覧事業一覧 令和元年令和元年令和元年令和元年5月月月月

渓流名 事業名 市・郡 町・村 字1 新宮川 広瀬 激特地すべり 吉野郡 天川村 広瀬 ○（H 2 7 .1 ）2 新宮川 北股谷 通常砂防（防災安全） 吉野郡 野迫川村 北股 ○（H 2 8 .3 ）3 熊野川 堂の谷 通常砂防（防災安全） 吉野郡 野迫川村 今井 地質調査、設計4 新宮川 柳谷 通常砂防（防災安全） 五條市 大塔町 辻堂 流路工 ○（H 3 1 .３）5 新宮川 鍛冶屋谷 通常砂防（防災安全） 五條市 大塔町 辻堂 渓流保全工6 新宮川 宇宮原 激特地すべり 吉野郡 十津川村 宇宮原 ○（H 2 7 .3 ）7 新宮川 小井 激特地すべり 吉野郡 十津川村 小井 ○（H 2 7 .3 ）8 新宮川 今西 激特地すべり 吉野郡 十津川村 今西 ○（H 2 7 .3 ）9 新宮川 大畑瀞 通常砂防（防災安全） 吉野郡 十津川村 重里 渓流保全工1 0 新宮川 大谷谷 通常砂防（防災安全） 吉野郡 十津川村 重里 設計1 1 新宮川 折立 地すべり（防災安全） 吉野郡 十津川村 折立 水路工 R 2 .3 予定1 2 新宮川 桑畑谷 通常砂防（防災安全） 吉野郡 十津川村 桑畑 ○（H 2 8 .7 ）1 3 新宮川 泉谷川 通常砂防（防災安全） 吉野郡 上北山村 西原 堰堤工1 4 新宮川 橡谷川 通常砂防（防災安全） 吉野郡 上北山村 小橡 ○（H 2 7 .3 ）1 5 新宮川 池郷川 通常砂防（防災安全） 吉野郡 下北山村 上池原 測量、用地買収

完了番号 実施場所 R 1事業内容水系名

課題対応 WWWW
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■土砂災害対策に関する事項

●紀伊山系直轄砂防事業の推進 【継続実施：近畿地整】

ひやみず冷⽔⼭腹⼯（奈良県天川村）
くりだいらがわ栗平川砂防堰堤群（奈良県⼗津川村）

ながとのだに⻑殿⾕砂防堰堤群（奈良県⼗津川村）
きたまたがわ北股川渓流保全⼯（奈良県野迫川村）

しみず清水山腹工（奈良県五條市）
かわらびがわ川原樋川床固工群（奈良県五條市）かんのがわ神納川砂防堰堤群（奈良県⼗津川村）みこしがわ三越川砂防堰堤群（和歌山県田辺市） たかたがわ高田川砂防堰堤群（和歌山県新宮市）なちがわ那智川砂防堰堤群（和歌山県那智勝浦町）
いやがわ熊野川床固工群（和歌山県田辺市）

和歌山県

奈良県

三重県

清水山腹工
北股川渓流保全工
川原樋川床固工群
神納川砂防堰堤群
三越川砂防堰堤群 熊野川床固工群

冷水山腹工
長殿谷砂防堰堤群
栗平川砂防堰堤群
高田川砂防堰堤群

那智川砂防堰堤群【凡例】事業の対象流域︓熊野川流域、⽇置川流域、那智川流域︓対策箇所

熊野川流域

日置川流域 那智川流域

課題対応 WWWW



➀逃げ遅れゼロに向けた的確な避難行動のための取り組み
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ソフト整備に関する取組



■県～市村間の水害・土砂災害対応ホットラインの

整備に関する事項

7

●ホットライン構築による県・市村の連絡体制確保強化、住民への情報提供の確実な実施

【R元年度：1市5村、奈良県、（近畿地整）】

AAAA・Ｒ・Ｒ・Ｒ・Ｒ課題対応

 協議会等の場を活用し、沿川市村と県においてホットラインを構築する。

市村は災害対策基本法第５条において、特に必要と認める地域の居住者に対し、避難勧告等を発令できる権限を有する。

市村長は、気象や河川に関する情報の他、浸水被害の状況、道路の通行止め等の避難ルートの状況等を踏まえて避難の判断

を行うことになる。

しかし、個々の市村においては、避難を伴うような水害や土砂災害に遭遇する機会は多くはなく、多くの自治体では水害対応や

土砂災害対応のノウハウや経験が十分に蓄積されていない可能性が高い。

また、緊急時には、多くの情報が市村に寄せられ、必要な情報の収集、集約が困難となる場合もある。

市町村長を対象に実施したアンケート結果によると、危機管理体制の課題として市町村長自身、危機管理担当職員、職員全体

の知識・経験不足を感じているとの回答が多い。

市町村の危機管理体制の課題出典：「中小河川におけるホットライン活用ガイドライン」 平成29年2月

このため、日頃から河川を管理し、当該河川について専門的

な知見を有する河川管理者が、避難勧告等の発令権限を有

する市村長の状況判断に役立つよう、情報を集約し、的確か

つ確実に提供する仕組みを構築することが有効である。

特に、都道府県が管理する中小河川は、急激な水位上昇を

伴うことが多く、短時間での対応を迫られることが想定される

ことから、市村長の気づきを促すよう、河川管理者から直接

河川に関する情報を適時・適切に情報提供する意義は大きく、

避難勧告等の発令の遅れ等を防ぐためにも「ホットライン」に

ついて、その拡大と定着を図る必要がある。

また、土砂災害対策についても同様に、危険箇所に設けたセ

ンサーなどの情報を適時・適切に共有していくことが必要で

ある。
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■避難勧告等の発令に着目した水害・土砂災害

タイムラインの作成・更新・活用に関する事項

●避難勧告等の発令基準の設定・見直し及び避難行動の必要性を住民と共有

【R2年度：1市5村、（奈良県）、（近畿地整）】

●避難勧告等の発令に着目したタイムラインの作成・更新 【R3年度：1市5村、（奈良県）、（近畿地整）、（奈良地方気象台）】

●タイムラインに基づく訓練の実施 【R3年度：1市5村、（奈良県）、（近畿地整）、（奈良地方気象台）】

✓避難勧告等の発令に着目したタイ

ムラインを策定し、訓練を通じた精

度向上とあわせて、円滑な運用を

可能とするために、各地域における

避難勧告等の発令タイミングや、避

難情報の伝達方法等を予め整理す

る。

また、避難行動について住民への

理解促進を進める。

✓大規模な水害や土砂災害に対して

、各機関が取るべき行動を明らか

にする。

AAAA・・・・KKKK・・・・LLLL・・・・SSSS課題対応

出典：国土交通省HPより
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●広域避難に向けた調整及び検討 【 R元年度から順次実施：1市5村、（奈良県）、（近畿地整）】

●民間施設等を活用した避難場所・避難経路の指定・更新及び周知並びに効率的な避難所運営方法の検討

【R3年度：1市5村、（奈良県）、（近畿地整）】

●要配慮者利用施設の現状把握 【R元年度：1市5村、（奈良県）、（近畿地整）】

●地域の避難計画及び要配慮者利用施設の避難計画作成の促進および避難訓練の促進支援

【R3年度：1市5村、（奈良県）、（近畿地整）】

■水害・土砂災害リスク周知等に関する事項 課題対応 BBBB・・・・DDDD・・・・NNNN・・・・QQQQ・・・・RRRR

 避難場所や避難場所までのルートが浸水（もしくは土砂崩落により途絶）することを想定し、隣接市村への避

難についても事前に検討・調整する。

 民間施設等を活用した避難場所・避難経路の指定・更新を進め、住民等が主体的に避難するため、避

難場所・経路を事前に周知する。また、避難所の効率的な運営方法の検討を進める。

 福祉部局と防災部局が連携して要配慮者利用施設の現状把握を実施する。

 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難訓練の実施を目指す。

 避難確保計画の作成状況、避難訓練の実施状況については、毎年、協議会等の場において進捗状況を確認

する。

要配慮者の移送を想定した避難訓練の様子


