
｢ホットライン｣と｢水害対応タイムライン｣
のアンケート調査結果等について

福島県
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｢ホットライン｣と｢水害対応タイムライン｣のアンケート調査結果について

●市町村長による避難勧告等発令の判断にあたって、
河川情報及び土砂災害警戒情報に係る
ホットラインの取組は有効だと思われますか。
（対象：ホットライン実施５８市町村）
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●県管理河川における水害対応タイムラインの作成状況
について教えて下さい。

（対象：洪水予報河川、水位周知河川を有する２９市町村）

ホットライン 水害対応タイムライン

３３市町村
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●｢有効だ｣、｢ある程度有効だ｣の回答が
９０％以上の結果となった。

●今後、改善点の検討も含め、引き続き実施
していく。

●｢未着手｣の回答が８０％以上の結果となった。
●今後も、水害対応タイムラインの早期作成・公表
に向けて、関係市町村と県が連携しながら、
引き続き取り組む。
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「ホットライン」の実施状況について

●市町村長が避難勧告等の発令を判断するための支援として、河川情報及び土砂災害警戒情報に係る
｢ホットライン｣の運用を平成２９年６月に開始し、これまで５９回（河川１０回、土砂災害４９回）実施した。

大雨・洪水警報発令
・地方水防本部設置
・気象情報、河川情報等の収集

避難判断水位突破

氾濫危険水位突破

対象：２９河川（洪水予報河川３河川、水位周知河川２６河川）

・ホットラインによる情報提供①

・ホットラインによる情報提供②

河川情報ホットライン

土砂災害警戒情報ホットライン

大雨警報
（土砂災害）発令

・地方水防本部設置
・気象情報、土砂災害情報等の収集

・ホットラインによる情報提供

対象：湯川村を除く全市町村

ホットラインの実施状況（平成２９年１１月末現在）
土砂災害：運用実績４９回

土砂災害
警戒情報発表

ホットラインの実施状況（平成２９年１１月末現在）
河川：運用実績１０回

全５９回のうち台風２１号時のホットラインは、３９回（河川１０回、土砂災害２９回）

7月3日 7月4日 7月12日 7月18日 8月25日 避難勧告等の発令実績

土砂災害 土砂災害 土砂災害 土砂災害 土砂災害 河川 土砂災害

福島市 土砂●

10/22～23避難準備･高齢者等避難開始発令(濁川,八反田川流域)

　→避難勧告発令(濁川,八反田川流域)へ変更

10/22～23避難準備･高齢者等避難開始発令(全域)

二本松市 土砂● 10/22～23避難準備･高齢者等避難開始発令(全域)

伊達市 土砂● 10/22～23避難準備･高齢者等避難開始発令(全域)

本宮市 土砂●

桑折町 土砂● 10/22～23避難準備･高齢者等避難開始発令(1地区)

国見町 土砂● 10/22～23避難準備･高齢者等避難開始発令(5地区)

川俣町 土砂● 10/22～23避難準備･高齢者等避難開始発令(全域)

大玉村 土砂● 10/22～23避難準備･高齢者等避難開始発令(全域)

郡山市 河川○ 土砂●

10/22～23避難勧告発令(阿武隈川流域全地区)

　→避難指示(緊急)発令(阿武隈川流域全地区)へ変更

10/22～23避難準備･高齢者等避難開始発令(3地区)

須賀川市 土砂● 10/22～23避難準備･高齢者等避難開始発令(阿武隈川合流区外3地区)

田村市 河川○ 土砂●

鏡石町 河川○

天栄村 土砂●

玉川村 河川○ 10/22～23避難準備･高齢者等避難開始発令(2地区)

平田村 土砂●

小野町 土砂●

白河市 河川○ 土砂●

西郷村 土砂●

泉崎村 土砂●

矢吹町 河川○

棚倉町 土砂●

矢祭町 河川○

塙町 土砂● 河川○

会津若松市 河川○

柳津町 土砂● 土砂● 土砂● 土砂●

三島町 土砂● 土砂●

金山町 土砂● 土砂● 土砂●
7/18避難指示(緊急)発令(1地区)、

7/18避難準備･高齢者等避難開始発令(5地区)

昭和村 土砂● 土砂● 土砂●

会津美里町 土砂● 土砂● 土砂●

喜多方市 土砂●

西会津町 土砂●

猪苗代町 土砂●

只見町 土砂● 土砂● 土砂●
7/18避難指示(緊急)発令(全域)

　→避難勧告発令(全域)へ変更

南会津町 土砂● 土砂●

相馬市 河川○ 土砂●

南相馬市 10/22～23避難準備･高齢者等避難開始発令(全域)

広野町 10/22～23避難準備･高齢者等避難開始発令(全域)

楢葉町
10/22～23避難準備･高齢者等避難開始発令(町内の一部)

　→避難準備･高齢者等避難開始発令(全域)へ変更

川内村 土砂●

浪江町 土砂●

新地町 土砂●

飯舘村 土砂●

い

わ

き

いわき市 土砂● 土砂● 10/22～23避難準備･高齢者等避難開始発令(全域)

河川 - - - - - 10 - 河川10回

土砂災害 7 5 2 5 1 - 29 土砂災害49回

59回内訳（河川10回+土砂災害49回）59

ホットライン(河川情報及び土砂災害警戒情報)の運用実績内訳

10月22～23日

（台風21号）
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台風２１号に伴う避難勧告等：

２
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