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国土交通省の取り組み



芦田川水系河川整備計画の変更【令和２年度】 気候変動の影響による近年頻発化・激甚化する降雨状況を鑑み、芦田川
水系における今後の治水対策の方向性を示す芦田川水系河川整備計画を
変更し、治水目標を達成するための整備・対策を進めます。



浸透対策工事の実施【令和２年度】

氾濫発生の危険性が高い区間
等において、堤防整備（浸透対策）
を実施し、早期に地域の安全性の
向上を図る。

府中市府川地先

矢板打設

浸透対策について、高木・
府川地区の一部、駅家地
区、坊寺・近田地区の一部
において実施。



特別防災操作の実施【令和２年度】



災害対策用機械、排水機場の操作訓練の実施【令和２年度】

■排水計画（案）の作成および排水訓練の実施

日 時 ・ 内 容 ：

令和２年６月５日 災害対策用機械（排水ポンプ車、照明車）の操作訓練

令和２年６月９日、１０日 排水機場の操作訓練

対 象 ： 職員を含め、災害応急対策協定業者、排水機場の操作員など

照明車の操作訓練

排水ポンプ車の操作訓練

排水機場の機器操作訓練

排水機場の操作による流水確認



■防災教育や防災知識の普及

日 時 ：令和２年９月１７日

参加者：５６人（福山市立光小学校 ５年生）

内 容 ：「洪水からいのちを守るために」というテーマで、洪水の

怖さや氾濫の形態、洪水に対する取組について紹介。

マイ・タイムラインの説明と教材の配布を実施。

地域防災活動に対する支援（出前講座）【令和２年度】

学校の防災教育に対する支援（出前授業）【令和２年度】

日 時 ：令和３年１月３１日

参加者：約９０人（駅家西学区自主防災組織）

内 容 ：「水害への心構えと河川整備について」と題して、過去の

河川災害や洪水を踏まえ、情報収集の方法や具体的な

防災活動への取組など、河川と水防活動について解説。



福山市の取り組み



■広域避難を考慮したハザードマップの改定・周知等

広域避難を考慮したハザードマップの改定・周知【令和２年度】

洪水ハザードマップの作成・配布（想定最大規模降雨）

動画によるハザードマップ解説



■防災教育や防災知識の普及

ライフライン防災教室の実施

２０１７年度より，市内の小学生を対象に，災害時に役立つ知識を習得し，防災意識を高めてもら

うため，市内のライフラインを担う４事業者（福山市上下水道局，福山ガス㈱，西日本電信電話㈱，
中国電力ネットワーク㈱）が合同で実施しています。

【２０２０年度実施】
光小学校 （５年生：約７０名） １０月 ６日（火）
宜山小学校 （６年生：約６０名） １１月 ９日（月）

２０１７年 多治米小学校

２０１８年 曙小学校

２０１９年 山手小学校，瀬戸小学校

＜実施校＞



■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

関係機関が連携した水防訓練の実施【令和２年度】

①土のう作成

②ジャッキを利用した重量物排除

③防災ヘリとの連携



■より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化

地域の建設業者による水防支援体制の検討・構築【令和２年度】

・ 市からの依頼を受け，速やかに災害応急対策工事を実施

・ 災害が発生した場合（発生のおそれがある場合）の情報収集・通報

・ 自主防災組織等と連携し，地域の防災体制の確立に協力
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地域
区分 小 学 校 区 等 名

登録
事業者数

Ａ地域
駅家，駅家北，駅家西，宜山，有磨，福相，常金丸，網引，

新市，戸手
23

Ｂ地域 加茂，広瀬，山野，神辺，竹尋，御野，湯田，中条，道上 22

Ｃ地域
神村，本郷，遺芳丘，松永，柳津，金江，藤江，能登原，千

年，常石，山南，内浦，内海
28

Ｄ地域
泉，山手，津之郷，赤坂，瀬戸，熊野，水呑，高島，鞆の浦

学園，走島，明王台
23

Ｅ地域
手城，深津，引野，蔵王，大津野，坪生，春日，伊勢丘，旭

丘，緑丘，長浜， 西深津，野々浜，日吉台，幕山，大谷台
32

Ｆ地域
東，西，南，霞，川口，樹徳，旭，光，千田，御幸，箕島，

曙，新涯，多治米， 桜丘，久松台，川口東
61

合 計 189

●登録事業者数（2021年（令和3年）4月1日現在）

●登録事業者の責務

「福山市建設工事等競争入札参加資格者（建設工事）」を対象として，災害応急対策に係る協力事業者を

定期的に公募し，登録を行った。 ※制度創設…2011年度（平成23年度）



府中市の取り組み



■広域避難を考慮したハザードマップの改定・周知等

○想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図に基づくハザードマップを作成
住民説明会の実施及び市民への配布やＨＰへの掲載により周知

広域避難を考慮したハザードマップの改定・周知【令和２年度】

洪水ハザードマップ住民説明会
町内会役員や防災リーダーを対象に、ハザードマップの見方や使い方を説明
約１４０人が参加



【防災教育や防災知識の普及】

防災リーダー研修【令和２年度】

日 時 ：令和２年１０月２４日
参加者：５０人
内 容 ：防災リーダーのスキルアップを図ることで地域防災力の強化を目的に、自主防災組織の活
動紹介、避難所運営についての研修を実施

○地域でのいきいきサロンで出前講座を実施
日時：令和２年１０月５日、令和３年２月１５日

水防災に関する説明会、出前講座を活用した講習会の開催【令和２年度】

○広島県と連携した避難の呼びかけ体制づくりセミナー及び災害図上訓練、避難の呼びかけ体制づ
くりワークショップの実施
・避難の呼びかけ体制づくりセミナー
日時：令和２年１１月１４日

自主防災組織による避難の呼びかけ体制構築のため、自主防災組織の避難の呼びかけの重要性
の説明などを実施。
・災害図上訓練、避難の呼びかけ体制づくりワークショップ
日時：令和２年１０月１８日、２５日

内容：災害図上訓練及び避難の呼びかけ体制づくりワークショップを実施し、地域の災害リスクの認
識や呼びかけ体制を構築してもらうことで自主防災組織の機能強化を図るために実施。

学校の防災教育に対する支援【令和２年度】

日時：令和２年８月２１日

内容：府中学園４年生１００人に、ハザードマップの使い方や災害時の対応など防災についての出前
授業を実施

マイ・タイムラインの作成支援【令和２年度】

防災リーダーと連携して地域へのマイ・タイムラインの普及を行うため、国土交通省福山河川国道事
務所と協力して、防災リーダーを対象にマイ・タイムライン研修会を開催。
日時：令和３年３月１３日
参加者：３７人

内容：防災リーダー自身がマイ・タイムラインを作成するとともに、地域でマイ・タイムラインを普及する
際のポイント等についてもレクチャー。



排水機場・樋門・水門等の情報共有を行い、大規模水害を想定した排水計画を検討及び訓
練の実施【令和２年度実施】

○府中市域の浸水対策の検討（府中市浸水対策検討委員会）

・平成３０年７月豪雨により、内水浸水被害が生じた区域について、発生原因を分析し、対策のあり方を検討。

検討結果（今後の取組・方向性）

・中須排水区流末排水樋門の整備
→排水樋門の操作マニュアルの策定、水位計・監視カメラ・水位板設置、遠隔操作

システム導入検討

・強制排水機能の整備
→樋門操作と連動した緊急対策ポンプの操作マニュアルの策定、雨水排水ポンプ場の

新規整備

・地盤
→止水板設置補助、住宅嵩上げ補助開始、家屋等の床の高さ等の基準の制定や誘導の

制度化

・貯留施設（貯水機能）
→農地の保全・活用策、雨水排水路の流速緩和策手法の検討

・芦田川右岸側地域への対応
→可搬型小型ポンプの保管・据付場所の選定、緊急即応体制等の整備



広島県の取り組み



■防災教育や防災知識の普及

（防災出前講座実施件数）

防災クイズ 模型説明

小学校 中学校 合計

H29年度 ４校 １校 ５校

H30年度 ７校 ２校 ９校

R元年度 ９校 ３校 12校

R2年度 ５校 １校 ６校

※小中学校の他，自主防災会等を対象に２回実施

災害から命を守るために必要な行動の習得を通じ，災害時の「死者ゼロ」を目指すとともに，未来の防災リーダーの育成を目標
として，主に小中学生及びその保護者を対象に出前講座を開催しました。

水防災に関する説明会、出前講座を活用した講習会の開催【令和２年度】
学校の防災教育に対する支援【令和２年度】



気象庁の取り組み



■防災教育や防災知識の普及

水防災に関する説明会、出前講座を活用した講習会の開催【令和２年度】

感染症拡大防止策を気にせず学べるeラーニング教材「大雨の時にどう逃げる」を、令和２年５月気象庁ホームページに公開。
令和３年５月には災害対策基本法の改正にも対応します。



■防災教育や防災知識の普及

学校の防災教育に対する支援【令和２年度】

○Web会議を用いた防災教育の実施

・福山市立光小学校

実 施 日：令和２年９月１０日（木）
実施場所：広島地方気象台会議室～光小学校5年各教室
実施内容：減災協議会事務局を通じ出前講座の依頼された。

新型コロナ感染防止対策に鑑み、直接出向くので
はなく、Web会議形式で実施することを提案。
学校側の了解を得てオンラインで実施。

気象台会議室から学校側へ接続して実施



■防災教育や防災知識の普及

防災気象情報の改善【令和２年度】



■防災教育や防災知識の普及

防災気象情報の改善【令和２年度】


