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１ はじめに 

 

平成 27 年 9 月の関東・東北豪雨では、流下能力を上回る洪水により利根川水系鬼怒

川の堤防が決壊し、氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸水が発生し

た。また、これらによる住民の避難の遅れも加わり、近年の水害では例を見ないほどの

多数の孤立者が発生する事態となった。 

 このような背景から、平成 27年 12 月に社会資本整備審議会会長から国土交通大臣に

対して「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」の再構築に向けて～」が答申された。この答申を踏まえ「施

設では防ぎきれない大洪水は発生するもの」との考えに立ち、「水防災意識社会再構築

ビジョン」の取組が国管理河川を中心に開始されている。 

 このような中、平成 28 年 8 月、相次いで発生した台風による豪雨により、北海道で

は国管理河川の支川で堤防決壊、東北地方では県管理河川で氾濫被害が発生、特に岩手

県が管理する小本川では要配慮者利用施設において入所者が逃げ遅れて犠牲になるな

ど、痛ましい被害が発生した。 

 この災害を受け、平成 29 年 1 月に社会資本整備審議会から「中小河川等における水

防災意識社会の再構築のあり方について」が答申され、この答申において、ただちに水

防災意識社会再構築の取組を加速し、都道府県が管理する中小河川においても本格展開

し、逃げ遅れによる人的被害をなくすこと、地域社会機能の継続性を確保すること、を

目指すべきであると提言されている。 

 

香川県においても、平成 16 年や平成 23年など河川の氾濫による甚大な浸水被害や土

砂災害が発生しており、今後、気候変動により施設能力を上回る洪水等の災害発生頻度

が高まることも予想される。「施設では防ぎきれない大洪水や土砂災害は必ず発生する

もの」へと意識を改革し、社会全体で洪水氾濫や土砂災害に備える「水防災意識社会」

を再構築するため、多様な関係者が連携して、香川県における洪水氾濫や土砂災害によ

る被害を軽減するためのハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進するため「香川

県大規模氾濫等減災協議会」を平成 30年 3 月 28日に設立した。 

本協議会では、水災や土砂災害に対する減災対策について各機関がそれぞれ又は連携

して取り組む事項をまとめた「地域の取組み方針」を取りまとめ、今後は、進捗状況を

共有するとともに、必要に応じて取組み方針の見直しを行うなどのフォローアップを行

い、水防災意識を高めていくこととする。 
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２ 本協議会の構成員 

 

本協議会の構成員は、以下のとおりである。 

 

構  成  員 

高松市長 

丸亀市長 

坂出市長 

善通寺市長 

観音寺市長 

さぬき市長 

東かがわ市長 

三豊市長 

土庄町長 

小豆島町長 

三木町長 

直島町長 

宇多津町長 

綾川町長 

琴平町長 

多度津町長 

まんのう町長 

国土交通省四国地方整備局香川河川国道事務所長 

気象庁高松地方気象台長 

香川県知事 
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３ 地域の取組み方針 

 

水害や土砂災害による「逃げ遅れゼロ」、「社会経済被害の最小化」を目指し、次の事

項について各構成員が独自に、または連携して被害を軽減するためのハード・ソフト対

策に取り組む。 

 

（１）円滑かつ迅速な避難のための取組み 

（２）的確な水防活動のための取組み 

（３）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組み 

（４）河川管理施設等の整備に関する取組み 
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（１）円滑かつ迅速な避難のための取組み　（13項目）

No 取組み項目 取組み内容 取組み機関 取組み開始時期

①情報伝達、避難計画等に関する事項

1

・洪水時における
  河川管理者等からの
  情報提供等
  （ホットラインの構築）

・毎年、出水期前に、連絡体制を確認・更新し、ホット
ラインの運用を継続する。

県、市町、
気象台

平成29年度～

2

・避難勧告等発令の
  対象区域、判断基準
  等の確認
  （水害対応タイムライン）

・毎年、出水期前に市町担当者とタイムラインを確認
する。

・タイムラインを活用して、洪水・土砂災害対応訓練を
実施する。

県、市町 平成29年度～

県 平成30年度～

4

・ICTを活用した洪水
  情報の提供

・洪水予報指定河川で洪水情報のプッシュ型配信を継
続するとともに、登録型メールの普及啓発に努める。

県、市町 継続して実施

5

・隣接市町村における
  避難場所の設定
  （広域避難体制の
  構築）等

・市町BCP作成支援事業により、市町の広域避難体制
を検討する。

県、市町 平成30年度～

県、市町 平成29年度～

6

・水位周知河川の可能性がある河川について詳細検
討・調整を実施し、順次指定する。

・市町の役場等に係る河川のうち、水位計のない新川
水系古川において水位情報を提供できるよう、危機管
理型水位計を追加設置する。

・毎年、協議会において、水害危険性周知の実施状況
を確認する。

取組みの柱

3

・要配慮者利用施設 に
  おける避難計画の作成
  及び避難訓練の実施

・国が作成するモデル施設の避難確保計画を、協議
会の場において共有する。

・避難確保計画の作成及び避難訓練の実施につい
て、対象施設に対して点検・啓発を行う。

・毎年、協議会等の場において進捗状況を確認する。

・水害危険性の周知促進
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No 取組み項目 取組み内容 取組み機関 取組み開始時期

②平時からの住民等への周知・教育・訓練に関する事項

県

　　香東川、新川、春日川、本津川、綾川、
　　大束川、金倉川

　
　　湊川、津田川、鴨部川、高瀬川、財田川 県 平成30年度～

　平成31年度

市町 平成30年度～

市町 平成30年度～

平成30年度～

・県政出前懇談会等の出前講座を継続して実施する。 県、市町、
気象台

平成30年度～

③円滑かつ迅速な避難に資する施設等の整備に関する事項

県 平成30年度～

12

・決壊までの時間を
  少しでも引き延ばす
　ハード対策

・現在実施中の河道改修を推進する。

古川（引田）、番屋川、新川、吉田川、春日川、本津
川、綾川、大束川、古子川、桜川、弘田川、高瀬川、一
の谷川

県 継続して実施

13

・河川防災ステーションの
  整備

・既存の防災ステーションについて、円滑な水防活動、
活用方策の充実を図る。

県、市町 平成30年度～

・危機管理型水位計、
  河川監視用カメラの整備

・危機管理型水位計を整備する。（34基）

・危機管理型水位計や河川監視用カメラの追加配置
計画を検討・調整する。

・防災教育の促進 ・国が土器川をモデルとして作成する指導計画を、県
教育委員会を通じて、全ての学校に共有する。

県

・浸水実績等の周知 ・市町は浸水実績等に関する情報について、市町ハ
ザードマップ等により住民等への周知啓発に努める。

平成29年度～
　平成30年度

・水害ハザードマップの
  改良、周知、活用

・想定最大規模の浸水想定区域作成に応じ、水害ハ
ザードマップを作成し、住民等へ広く周知する。

・水害ハザードマップの作成後は、国土交通省ハザー
ドマップポータルサイトへ登録する。

・市町において、水害ハザードマップを活用し、訓練等
を実施する。

・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

・想定最大規模の浸水想定区域を順次作成し、
  公表する。

7

8

9

10

11

取組みの柱
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（２）的確な水防活動のための取組　　（6項目）

No 取組み項目 取組み内容 取組み機関 取組み開始時期

①水防体制の強化に関する事項

・毎年、出水期前に重要水防箇所の見直しを行い、協
議会で周知する。

県 継続して実施

・毎年、出水期前に水防資機材について各々が確認
する。

県、市町 継続して実施

15
・水防・土砂災害に関する
  広報の充実（水防団確保
  に係る取組）

・水防団員の募集、自主防災組織、企業等の参画を
促すため、広報、自主防災活動アドバイザー派遣事業
等の取組みを継続する。

県、市町 平成30年度～

・多様な関係機関、住民等の参加により、実践的な水
防・土砂災害防止訓練を実施する。

市町 平成30年度～

・毎年、総合防災訓練を実施する。 県 平成30年度～

17
・水防団間での連携、協力
  に関する検討

・「香川県消防相互応援協定」の内容を確認し継続す
る。

市町 継続して実施

②市町村庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進に関する事項

・想定最大規模の洪水浸水想定区域が作成できた際
は、協議会の場において、区域内の市町庁舎や災害
拠点病院等に関する情報を共有する。

県 平成30年度～

・洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内や水害
実績のある市町庁舎や災害拠点病院等の施設への
洪水及び土砂災害に関する情報伝達体制等を検討す
る。

市町 平成30年度～

19

・市町村庁舎や災害拠点
  病院等の機能確保のため
  の対策の充実
  （耐水化、非常用発電等
   の整備）

・協議会の場等において、洪水浸水想定区域及び土
砂災害警戒区域内の市町庁舎の機能確保に関する
情報を共有し、市町BCPにおいて、機能確保のための
対策を検討する。

市町 平成30年度～

取組みの柱

14

16

・重要水防箇所の見直し
  及び水防資機材の確認

・水防・土砂災害防止訓練
  の充実

・市町村庁舎や災害拠点
  病院等の施設関係者へ
  の情報伝達の充実

18
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（３）氾濫水の排水、浸水被害軽減に関する取組　　（１項目）

No 取組み項目 取組み内容 取組み機関 取組み開始時期

20

・排水施設、排水資機材の
  運用方法の改善及び排水
  施設の整備等

・現況の災害対策用機械の情報について共有する。 国、県、市町 平成30年度～

（４）河川管理施設の整備等に関する事項　　（3項目）

No 取組み項目 取組み内容 取組み機関 取組み開始時期

県 継続して実施

県 平成29年度～

23

・ダム再生の推進 ・長柄ダム、五名ダムのダム再生事業を推進する。 県 継続して実施

・現在実施中の河川管理施設等の整備を推進する。
古川（引田）、番屋川、新川、相引川、吉田川、春日
川、詰田川、本津川、綾川、大束川、古子川、桜川、弘
田川、高瀬川、一の谷川

21

・流木や土砂の影響への
  対策

・土砂・流木補足効果の高い透過型砂防堰堤等をH32
年度までに14渓流で整備する。22

・堤防等河川管理施設の
  整備

取組みの柱

取組みの柱
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４ フォローアップ 

今後、取組み方針に基づき減災対策を推進するとともに、本協議会を毎年開催し、進

捗状況を共有する。また、実施した取組み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。 
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