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１．雄物川（湯沢河国・秋田県） 

○直轄協議会の取組 

・今次洪水の概要→ハード・ソフト対策→減災協の取組（アンケート含む） 

○県協議会の取組 

  ・ホットライン 

 

２．岩手県河川 

○県協議会の取り組み 

  ・「岩手県風水害対策支援チーム」 

 

３．阿武隈川下流（仙台河国） 

○直轄協議会 

・隣接市町間の避難連携に関する協定 

・民間企業との連携 

 

４．最上川上流（山形河国） 

○直轄協議会 

・水電池を利用した「簡易アラート」の取組 

 

５．水位データが不足する中小河川における水位上昇速度の考え方（案） 
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雄物川における平成29年7月出水の概要と対応



■累加雨量は多いところで３００ミリ超。
多くの観測所で２４時間雨量の観測史上最大を記録。

■椿川水位観測所（基準地点）では、昭和１１年の観測開始から最大の水位を記録。
神宮寺水位観測所では、第二位の水位を記録。

累加雨量レーダ 雄物川主要地点 水位状況

雄物川における７月２２日出水の概要



椿川

玉
川

秋田市

大仙市

秋田市

つばきかわ

じんぐうじ

横手市

大仙市

大仙市

神宮寺

雄物川における７月２２日出水の浸水状況

 7月22日からの豪雨により、雄物川（国管理区間）沿川で浸水被害が発生。

 秋田市街地部と大仙市街地部の間に位置する中流部において溢水。

■浸水面積 ※速報値
秋田市 ８．６km2（外水4.8km2、内水3.8km2）

大仙市 ２６．０km2（外水15.0km2、内水11.0km2）

横手市 １．４km2（内水1.4km2）

合計 ３６．０km2 （外水19.8km2、内水16.2km2）

外水氾濫

内水氾濫

雄物川

雄物川

新波地区

強首地区

平尾鳥地区

黒瀬地区

岩瀬・湯野沢地区

楢岡川地区

中村芦沢地区

寺館大巻地区

間倉地区

種沢地区

左手子地区

女米木地区

福部羅地区

横手市



⼀般被害情報（8/10 時点）

死者・⾏⽅不明者 0名

家屋全壊 3棟（住家）
(⼤仙市 3棟)

家屋半壊 39棟（住家）
(⼩坂町1棟、仙北市6棟、横⼿市2棟、⼤仙市30棟)

床上浸⽔ 651棟（住家）
(秋⽥市152棟、由利本荘市16棟、仙北市11棟、
横⼿市210棟、美郷町1棟、⼤仙市261棟)

床下浸⽔ 1,511棟（住家）
（秋⽥県内10市7町合計）

秋⽥県災害対策本部（平成29年8⽉10⽇16時現在）
「平成29年7⽉22⽇からの⼤⾬による被害状況」より

秋⽥県⼤仙市間地区の浸⽔状況（平成29年7⽉23⽇撮影）

秋⽥県秋⽥市新波地区の被害状況（平成29年7⽉23⽇撮影）

雄物川

雄物川

雄物川における７月２２日出水による被害状況
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7月22日 7月23日

H29.7洪水

氾濫危険水位：5.70m
避難判断水位：5.50m

リエゾン派遣

水位状況報告

3:30～6:00
沿川地区に順次発令

氾濫注意水位：5.00m

水位状況報告 間倉地区

(m)

8:00 
氾濫発生

7/24以降、被災状況調査の関係

で、ホットラインを3回実施。

(mm/h)

21:10 待機

0:50 出動

0:50 氾濫注意情報

2:30，4:50 
氾濫危険情報

氾濫発生情報

★：大仙市とのホットライン

●：エリアメール配信

●：避難情報

●：洪水予報

●：水防警報

既往最高水位
H23.6.24 7.74m

今回の洪水による最高水位
7月23日11:00 7.56m

湯沢河川国道事務所から⼤仙市へのホットラインの例
神宮寺⽔位観測所における⽔位とホットライン・避難情報発令のタイミング
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ホットライン（20:20）

ホットライン（22:20）

ホットライン（0:25）

ホットライン（1:35）

ホットライン（2:30）

ホットライン（3:04）

ホットライン（4:33）

ホットライン（6:35）

ホットライン（8:00）

ホットライン（8:39）

氾濫危険水位超過見込み、氾濫の可能性伝達

エリアメール配信連絡

リエゾン派遣

氾濫危険水位超過、（本川：神宮寺）
水位の見込み

氾濫危険水位超過
（支川玉川：長野）

溢水情報

市長から避難情報の報告

避難指示（22:30）
避難勧告・指示（3:30～6:00）

早いタイミングで避難勧告発令

氾濫危険水位超過見込み、氾濫の可能性伝達

3:13 緊急速報メール配信
（氾濫危険水位超過）

10:05 緊急速報メール配信
（氾濫発生）

ホットラインの様子

【人的被害ゼロ
】

 国管理区間では、事務所長等と市長等のホットラインを３市に延べ２１回実施。
 ホットラインにより、湯沢河川国道事務所長から大仙市長に河川の状況等を詳しく伝え

、それを受けた市長は、対象地域へ早いタイミングで避難指示を発令し、住民への避難
の呼びかけを実施。

 あわせて、国土交通省では、緊急速報メールにより河川情報を住民等に配信。

緊急速報メール

市町村 回数

秋田市 ６

大仙市 １３

横手市 ２

合計 ２１

雄物川における住民の避難を促すソフト対策

4

○国交省の事務所長からホット
ラインの度重なる情報提供がな
され、それを踏まえて、適時の避
難情報発令を行えた。

ホットラインへの大仙市長のコメント



神宮寺水位観測所 ▲

【特別養護老人ホーム 愛幸園】
・洪水に対する避難確保計画を追加改正（平成28年10月）
・近年洪水及び現地状況から、避難基準水位及び避難経路を設定
・避難確保計画に基づき、洪水に備え避難訓練を実施

特別養護老人ホーム
「愛幸園」

避難所（平和中学校）

H28.11.25 避難訓練の様子

迅速な避難

【避難路計画】

避難所周辺の道幅が狭
く、スムーズなピストン移
送を考慮し、往路と復路
を事前に設定

【避難基準水位】
H23.6.24洪水時の水位

を基に、避難時間等過
去の経験を基に基準水
位を設定
・神宮寺水位6.60m
※H23.6.24洪水で神宮

寺観測史上最高水位
7.74mを記録

職員15人待機
水位・気象情報収集

神宮寺水位
基準水位6.6m超過

避難開始

愛幸園の対応

23日 5:40

23日 7:30

22日夜

職員全員を招集

避難完了

23日 10:00頃
平成29年7月26日
岩手日報

「避難確保計画の作成と避難訓練により、無事全員が避難」
〜⼤仙市 特別養護⽼⼈ホーム「愛幸園」の取り組み〜 【秋⽥県⼤仙市】



雄物川における緊急治水対策の概要（直轄河川）

■雄物川中・下流部において、河川激甚災害対策特別緊急事業等を活用し、築堤、堤防嵩
上げ、河道掘削等を実施など緊急的・集中的に治水対策を実施。

じんぐうじ

神宮寺

椿川
つばきかわ

秋田市

大仙市

大仙市

H29.7洪水浸水範囲（外水）

基準点・主要地点
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河川激甚災害対策特別緊急事業の概要
■事 業 費 約２１８億円 ※推進費を含む

■整備内容 堤防整備（築堤、嵩上げ） 等
■事業期間 平成２９年度～平成３４年度

日
本
海

輪中堤

輪中堤※７地域整備予定

堤防整備（築堤） ※イメージ図
H29.7洪水対応

凡 例

：堤防整備済み

：堤防整備（嵩上げ）

：堤防整備（築堤）

：河道掘削

秋田自動車道

秋田新幹線

淀
川→

堤防嵩上げ

H29.7洪水対応

既設堤防

河道掘削

▽計画高水位

平水位

河道掘削 ※イメージ図

可能な限り迅速に家屋浸水リスクを
軽減させる対策（輪中堤） ※イメージ図

河道掘削 170,000m3
事 業 費 1,720百万円

H29推進費（一般改修）

H29推進費（激特事業）

堤防整備（嵩上げ）6,800m
事 業 費 580百万円

河川激甚災害対策特別緊急事業区間

堤防整備（嵩上げ） ※イメージ図

無堤部

災害対策等緊急事業推進費の概要（一般改修）
■事 業 費 約１７億円
■整備内容 河道掘削
■事業期間 平成２９年度

(HWL-１m)

(HWL-１m)

平成２９年７月洪水を踏まえた緊急治水対策区間



淀川
【秋田県】

福部内川
【秋田県】

上溝川
【秋田県】

■甚大な浸水被害が発生した雄物川中・下流部において、国、秋田県が連携してハードとソフトが
一体となった『雄物川緊急治水対策』を実施

【ハード対策】

■河川整備を緊急的、集中的に実施

○淀川・福部内川・上溝川・楢岡川・土買川（補助事業：秋田県）

○雄物川（直轄事業：国土交通省）

H29.7洪水外水氾濫
基準点・主要地点

凡 例 （直轄事業内容）

：堤防整備済み

：堤防整備（嵩上げ）

：堤防整備（築堤、輪中堤）

：河道掘削

※この他に内水氾濫した地域がある

楢岡川
【秋田県】

土買川
【秋田県】

新波川
【秋田県】

国及び秋田県による雄物川緊急治水対策

秋田県による緊急治水対策



■雄物川⼤規模氾濫時の減災対策協議会がとりまとめた「雄物川の減災に係る取組⽅針（平成28
年8⽉）」に基づき、「住⺠の避難を促すソフト対策」の推進を図るとともに、今次洪⽔の教訓等を踏ま
え、関係機関と協議のうえ「取組⽅針」を⾒直す。

タイムラインを活⽤した防災訓練等の実施

地域住⺠が参加する共同点検の実施

要配慮者施設が策定する避難計画への⽀援 地域特性を踏まえた家屋浸⽔対策の検討 等
（災害危険区域など⼟地利⽤と⼀体となった対策）

防災情報を共有できる体制の整備

戻す

取組方針
（H28.8策定,H29.5改定）

動かす

ねばる

氾濫時の緊急排⽔計画（案）の作成

洪⽔情報のプッシュ型配信、ホットライン

⽔害リスクを共有するための防災教育

雄物川おける緊急治水対策の概要（ソフト対策）

想定最⼤規模の洪⽔ハザードマップの作成・周知



■今次洪⽔の教訓等を踏まえた「住⺠の避難を促すソフト対策」を推進。

○今次洪⽔を踏まえ横⼿市と湯沢河川国道事務所で11⽉2⽇
に実施

⽔害リスクを共有するための防災教育

○秋⽥県教育委員会「学校安全外部指導者派遣事業」に国⼟
交通省から講師として参加するなど、教育機関と連携した防
災教育を拡⼤実施

（写真は
左:H29.12.19秋⽥
市⽴勝平⼩学校、
右:H29.9.1秋⽥市
⽴⼟崎南⼩学校）

雄物川⼤洪⽔から70年・30年＋今次洪⽔ 巡回パネル展
〜雄物川の⼤⽔害を忘れないために〜

（写真は左：⼤仙市市⺠活動交流拠点センター
Anbee（アンベー）、右：ＪＲ⼤曲駅）

要配慮者利⽤施設への⽀援等
○要配慮者利⽤施設等を対象に防災ラジオを貸与予定(秋⽥市)

○想定最⼤規模の洪⽔ハザードマップを要配慮者利⽤施設等へ配布予定
(横⼿市、美郷町、東成瀬村)

○要配慮者利⽤施設の避難計画の作成及び訓練の促進(⼤仙市) （写真はH28.9から⼤仙市で避難
⾏動⽀援者や要配慮者利⽤施設等
へ無償貸与している防災ラジオ）

（写真は左：湯沢河
川国道事務所、右：
横⼿市）

防災マップの改訂と住⺠への周知

○雄物川流域の各地（21箇所）で7〜11⽉に実施

（写真は横⼿市での
実施状況）

○今次洪⽔を踏まえ⼤仙市・横⼿市でマップを全⾯
改訂
○横⼿市では改訂に伴う説明会を10〜12⽉に実施

タイムラインを活⽤したロールプレイング演習

参加者：
雄物川流域の自治体、
秋田県、秋田地方気象
台（総勢86名）

雄物川おけるソフト対策（平成２９年度の主な取組）



■近年の雨の局地化・集中化・激甚化を踏まえ、雄物川における堤防の決壊や越水等に伴う大
規模な浸水被害に備え、隣接する自治体や秋田県、国等が連携して減災のための目標を共有し
、ハード・ソフト対策を一体的かつ、計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的に
協議会を設置。

第4回協議会開催状況

開 催 日：平成30年1月19日（金）

会 場 ：大仙市大曲交流センター

構成機関：市町村、県、国、気象庁など11機関

議題内容：

・平成29年7月・8月洪水の概要とハード対策

・平成29年7月・8月の大雨における各機関の対応と検証

・平成29年7月・8月洪水に係るアンケート調査中間報告

第4回協議会概要

 今回の7月・8月洪水被害を受け、地域住民の防災意識の変
化を把握することが重要と認識。

 ７月豪雨で地域住民の方々が実際に取った行動から、地域
住民の方々の防災意識及び確実に避難へと繋がる情報の
内容や伝達方法について検討し、「雄物川の減災に係る取
組方針」へ反映。

アンケート調査概要

調査対象 ：大仙市から避難勧告、避難指示が出された地域
調査期間 ：平成２９年１０月３１日～平成３０年１月３１日
調査対象 ：７７４名（高校、自主防災組織、一般住民 等）

※秋田県においても同様のアンケート調査を別途実施

アンケート内容（抜粋）

大雨のとき避難した／しなかった。

避難した／しなかった理由は具体的に何ですか。

避難勧告や避難指示の発令を知っていたか。

緊急速報メールについて。必要性・役に立ったか。等

雄物川大規模氾濫時の減災対策協議会

平成29年7月・8月洪水に係るアンケート調査



発令区域外

避難した

1%（11名）
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28%（129名）

避難していない

72%（339名)

発令区域内

41%（468名）

大仙市内内訳(1143名)
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回答者（大仙市内）の年齢構成

大曲中学校・大曲高校・自主防災組織・一般（大仙市内の方）大曲中学校・大曲高校・自主防災組織・一般（大仙市内の方）

2. 7月22日からの大雨のときのあなたの取った行動（避難された方140名）2. 7月22日からの大雨のときのあなたの取った行動（避難された方140名）

1. 回答者の属性1. 回答者の属性

集計数（大仙市内に在住の方）：1143名

・大曲中学校 ：217名(19%)
・大曲高等学校：445名(39%)
・自主防災組織：386名(34%)
・一般 ： 95名( 8%)

⇒避難勧告等の発令区域内：468名(41%)
・避難された方 ：129名
・避難していない方 ：339名

避難勧告等の発令区域外：675名(59%)
・避難された方 ： 11名
・避難していない方 ：664名

※（ ）は集計数に対する割合

（避難された方140名を対象に集計）

指定避難場所に避難された
方が69%、次いで地区内の親
戚・知人宅に避難された方
が16%であった。
※率は複数回答142に対する割合

「親戚・知人に聞いた」方が32%
と最も多いが、「その他」は隣近
所からの情報とか市役所・民生
委員からの情報など様々で
あった。（特に自主防災組織）
※率は複数回答161に対する割合

それぞれの回答が1/3程度であ
るが、自主防災組織の方々には、
避難勧告や避難指示が出されて
いて、かつ、「危険だと感じたか
ら」とか「地区内の消防団から促
されたから」と回答された方が多
い。※率は複数回答161に対する割合

「テレビ」と回答された方が最も多
い。自主防災組織の方々は、複
数の情報元から「避難勧告や避
難指示」発令の情報を得ていた
方が多い。

※率は複数回答95に対する割合

（避難勧告や避難
指示が出たためと
回答された方）

大曲中学校

16%(219名)

大曲高等学校

47%(627名)

自主防災組織

29%(388名)

一般

8%(106名)

回答者属性

（回答者数1340名を対象）

大仙市内

85%(1143名)

その他の市町

15%(193名)

無効

0%(4名)

住所属性

（回答者数1340名を対象）

回収数：1340名

・大曲中学校 ：219名(16%)
・大曲高等学校：627名(47%)
・自主防災組織：388名(29%)
・一般 ：106名( 8%)

※（ ）は回収数に対する割合



大曲中学校・大曲高校・自主防災組織・一般（大仙市内の方）大曲中学校・大曲高校・自主防災組織・一般（大仙市内の方）

3. 7月22日からの大雨のときのあなたの取った行動（発令区域内で避難しなかった・できなかった336名）3. 7月22日からの大雨のときのあなたの取った行動（発令区域内で避難しなかった・できなかった336名）

3

「避難しなくても安全だと思った」方が86%と最
も多いが、「避難するタイミングが解らなかっ
た（16名）」「避難しようとしたが雨や浸水など
で避難できなかった（16名）」「避難する場所が
解らなかった（3名）」との回答もあった。

※率は全体数313に対する割合

避難勧告や避難指示を知ったのは「テ
レビ」が46%、次いで「携帯メール」が26%
であった。

※率は複数回答387に対する割合

「気象情報を気にする程度で普段と変わら
ない」方が76%と最も多いが、「浸水に備え2
階など高いところに居た（24名）」との回答
もあった。

※率は複数回答292に対する割合

「これまでの経験から危険だとは思わな
かった」方が74%と最も多い。「危険だと
思ったが自宅から離れられない状況
だった」、 「危険だと思ったが何をすれ
ば良いか解らなかった」と回答された方
が4名いた。※率は複数回答49に対する割合

「気象情報を気にする程度で普段と変
わらない」が72%と最も多いが、「浸水
に備えて２階など高いところに居た」と
回答された方が2名いた。

※率は複数回答49に対する割合

（知らなかった方48名）

（知っていた方288名）



大曲中学校・大曲高校・自主防災組織・一般（大仙市内の方）大曲中学校・大曲高校・自主防災組織・一般（大仙市内の方）

4. 7月の大雨を経験した8月の大雨のときの行動、ハザードマップ・緊急速報メールの認知度（大仙市内の1143名）4. 7月の大雨を経験した8月の大雨のときの行動、ハザードマップ・緊急速報メールの認知度（大仙市内の1143名）

「特に変わらない」方が56%と最も多いが、「8月は避難した
（15名）」「情報に注意した（328名）」「早めに避難した（7名）」
「浸水に備えた（39名）」と30%以上の方が7月の大雨のときと
違った行動や注意をされていた。

※率は複数回答1209に対する割合

「知っていたし内容も確認している」方は20%に留
まり、「知らない」方34%、「知っていたが内容は解
らない」方45%となっている。

※率は全体数1143名に対する割合

5. 7月・8月の大雨を経験されて、感じたことや思ったこと5. 7月・8月の大雨を経験されて、感じたことや思ったこと

・災害は突然起こるので、いつ起きても対応できるようにしておきたい。（大曲中学校）

・もし、今後もっと大規模な洪水が起き、被害があった場合、大仙市はどういう対策をとるのか、

もっと具体的に教えてほしい。（大曲高校）

・地区内の自主防災組織の強化、研修会等を開催してほしい（自主防災組織）

・具体的な地区で避難情報発令をしてほしい（自主防災組織）

・行政から早めの情報がもらえれば、少しは家財の被害が少なく済んだのかと思う（自主防災組織）

・「大丈夫だろう」という気持ちでいると、いざというとき、逃げ遅れたり、被害に遭うだろうと思った。

もう少し、町民・市民の防災意識を高めていくべきだと思った。（一般）



発令区域外

避難した

1%（11名）

発令区域外

避難していない

58%（664名）

避難した

28%（129名）

避難していない

72%（339名)

発令区域内

41%（468名）

大仙市内内訳(1143名)

「受信した」方は604名（53%）であるが、「以前
から知っていた」方は463名（41%）であった。
※率は複数回答1146名に対する割合

「必要」と回答された方が95%を占める。
※率は受信した方604名に対する割合

「避難するきっかけ」「避難勧告等の情報確認」「危険
情報」などへの役割としている方が89%を占める。
※率は複数回答615に対する割合

（受信した方）
（必要と回
答した方）

緊急速報メールに関する結果緊急速報メールに関する結果

（発令区域内で
受信した方）

（知っていた方） （避難した方）

避難情報発令区域内で避難情報を出されたことを知って
いた人のうち、避難した人が緊急速報メールを受信した割
合が半数以上いることは、緊急速報メールが避難する
きっかけになったのではないかと思われる。

避難情報発令区域内で避難した方は28％を占める。
避難情報発令区域内で緊急速報メールを受
信した人の避難率は27％を占める。

避難情報発令区域内で避難情報が出されたことを
知っていた人のうち避難した人は27％を占める。
他の集計の避難率と同等の結果となった。



大曲中学校・大曲高校・自主防災組織・一般（大仙市内の方）大曲中学校・大曲高校・自主防災組織・一般（大仙市内の方）

このアンケート結果から、次のことが考えられる。

①アンケートに回答頂いた、大曲中学校、大曲高等学校、自主防災組織、一般の方の避難情報発令
区域内に住む方の避難率は約28％。（発令区域外における避難率1.0％）
防災意識が高い方に回答して頂いたこともあり、このアンケートの避難率が実際の避難率より高い
と推察される。

②避難しようと思ったきっかけは、 「自主的に危険だと感じたため」（自助）、「地区内の消防団（自主防

災）から促されたため」（共助、特に５０代以上の方々が多い）と回答されている方も多く、地域ぐるみ

の防災力の高さが伺える。

また、40％以上の方が「避難勧告や避難指示が出たため」と回答されている。一方で、「避難勧告等

の発令を具体的な地区で発令してほしい」という意見が見られ、避難情報を出す際の地区を検討す

る必要があると伺える。

避難勧告等を知った情報ツール（複数回答有り）は「テレビ」が最も多いが、年代別に見てみると、

40代以上の方々は多様な情報ツールから避難勧告等の情報を収集している状況がわかる。

様々な手段で情報を受け取った方がいることから、情報発信の手段をたくさんもつことが大事だと

伺える。

③緊急速報メールを受信した年代別の割合を見てみると、10代が最も多く、次いで60代と広い世代で

受信されたことがわかる。

④避難しなかった・出来なかった理由で避難しなくても安全だと思った、避難するタイミングが解らな

かったと回答された方がいることから、災害に関する知識が住民へ認識されていないことが伺える。

住民が受け取った避難情報から避難行動につなげるためには、平時からの避難情報の意味や防

災行動を住民へ周知することが必要。



○ホットライン実施後の市町村の主な意見

・避難勧告の判断材料として活用した
・水位情報は秋田県河川情報システム※と併用して
活用した
・引き続き実施して欲しい
※秋田県独自の水位情報等提供システム

水位等伝達河川数の状況
①避難判断水位

→ １１河川
②うち氾濫危険水位

→ ９河川
③さらに氾濫発生を伝達

→ ２河川

７月２２日～２３日
ホットライン実施河川

・現況水位、今後の水位
見込みを伝達

・小阿仁川(2)
・三種川(4)
・太平川(2)
・草生津川(1)
・猿田川(2)
・新城川(3)
・馬場目川(8)
・芋川(5)
・福部内川(3)
・斉内川(2)
・桧木内川(3)
１１河川35回実施
(  )内：実施回数

○避難準備・高齢者等避難発令の実例（三種町）

・11:50 避難判断水位到達
・12:06 市町村長への伝達、ホットライン完了
・12:20 避難準備・高齢者等避難発令

○被害状況（H29.8.16時点）

・人的被害 なし

・住家被害
全壊3 半壊39 床上浸水651 床下浸水1513

・土木施設被害
643件 約135億円

⽔防災意識社会再構築ビジョン効果事例 （秋⽥県 減災対策協議会）
県管理河川「ホットライン」実施により、迅速避難、⼈的被害ゼロ
○７月２２日～２３日梅雨前線が停滞・活発化、県内の多数の観測所で日雨量が観測史上最
大を記録する大雨となり、河川が多数氾濫したが、人的被害ゼロ。
○秋田県では、県管理河川１１河川の沿川５市３町１村に「ホットライン」を実施。
○実施市町村からも「避難勧告の判断材料として活用」等、迅速な避難につながった。

５市３町１村へ





丸森町

山元町
角田市

亘理町

東北初！角田市・丸森町・亘理町・山元町が手を取り合い、
大規模氾濫時の避難の連携について協定を締結！

水防災意識社会
再構築ビジョン

名取川・阿武隈川下流等
大規模氾濫時の減災対策協議会

【背景・概要】
 ⼤規模氾濫時には、⻑期間で、
広範囲かつ⾮常に深い浸⽔の発
⽣が想定されており、市町で指
定した避難所が活⽤出来ない可
能性がある。

従
来

将

来
想定最大規模降雨による

洪水浸水想定区域

隣接市町⻑間で協定を締結しておくことにより、隣接市町からの避難者受け⼊
れに掛かる⼿続きの円滑化につながり、地域住⺠の安⼼かつ早めの避難が可能と
なります。

角田市長丸森町長亘理町長山元町長

 阿武隈川沿川市町での枠組みを超
えた避難の連携を検討。

 「名取川・ 阿武隈川下流等⼤規
模氾濫時の減災対策協議会」のメ
ンバーであり、隣接する４市町に
よる⼤規模氾濫時の避難の連携に
ついて協定を締結。

 避難場所の相互援助については、
協定市町間で、可能な限り援助活
動を⾏う。

今後、名取川・阿武隈川下流等⼤規模氾濫時の減災対策協議会にて、参加市・町による隣
接市町間の避難計画の策定を⽬指す。

仙台河川国道事務所



地元住民への説明試験運用状況
最上川水系和田川 （東置賜郡高畠町中瀬地区）

最上川上流水防災意識社会再構築ビジョンの取組 H29.6版

■水電池を利用した「簡易アラート」の試験運用
・羽越水害や近年の洪水で被害を被った支川和田川で、沿川住民の主体的な避難を促す
ことを目的に設置した。

・警告灯に取り付けた「水電池」が水位上昇にともない浸水することで発電し、警告灯が点灯。
・「水電池」＋「警告灯」だけの簡易かつ安価な構造。
・地域住民の手による「防災福祉マップ」の作成にあわせ、高畠町・山形県・国の3者の協働
で試験運用するもの。

・今後、沿川自治体が主体となって設置し、避難情報を補うものとして活用されることに期待。

水電池
（上段：避難水位）
（下段：危険水位）

警告灯
（赤：避難水位）
（黄：危険水位）

（高畠町中瀬地区防災講座）
原理と構造

①危険水位到達
→ 電池に水が入り発電

①’ 黄色閃光灯
が発光

②避難水位到達
→ 電池に水が入り発電

②’ 赤色閃光灯
が発光

防滴BOX内に
水電池を収納

◆設置箇所は量水標、構
造物等、周囲に閃光状
態が分かる場所とする。

（単管パイプ程度の柱で
十分。）

※当該箇所は最上川本川の背水区間である。

町道
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