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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【令和３年度施工状況 全体】 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。

護岸整備

河道掘削護岸整備

護岸整備等事業実施

堤防浸透対策

事業実施



河道掘削工事の実施【令和３年度】

令和３年12月時点（法音寺橋付近 施工状況）

河道掘削
施工イメージ

▽



浸透対策工事の実施【令和３年度】

ドレーン工

▽

施工イメージ

福山市草戸地先

令和３年12月時点（草戸地先 施工状況）



護岸整備工事の実施【令和３年度】

▽

施工イメージ

護岸

父石地区 施工状況



防災操作の実施【令和３年度】



災害対策用機械等の操作訓練の実施【令和３年度】

■より効果的な水防活動の実施及び水防訓練の実施

日 時 ・ 内 容 ：

令和３年６月９日 災害対策用機械（排水ポンプ車、通信機器等）の操作訓練

排水機場の操作訓練はコロナ感染対策の観点から未実施

対 象 ： 職員を含め、災害応急対策協定業者など

機器操作訓練(全体説明)の状況 排水ポンプ車の操作訓練

照明車の操作訓練 通信機器(Ku-SAT)の操作訓練



■防災教育や防災知識の普及

日 時 ：令和3年10月26日
参加者：65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。

出前講座を活用した講習会の開催【令和3年度】

学校の防災教育に対する支援【令和3年度】

日 時 ：令和3年10月22日
参加者：約30人（霞地区自主防災組織）

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。

なお、今回独自の取り組みとして、Web会議システムに

よる配信を用いた遠隔での講座を行った。



■タイムライン（防災行動計画）に基づく実践的な訓練

日 時 ：令和３年１２月１５日

内 容 ：タイムラインの活用状況や各機関の

防災対応に関する意見交換を実施し、

令和４年度の運用に向けた改善を実施。

参加機関 ：

広島県、福山市、府中市、広島県警、広島地方

気象台、中国電力ネットワーク、福山ガス、中国バス、エフエムふくやま、

八田原ダム管理所、福山河川国道事務所

多機関連携タイムラインワーキングの実施【令和３年度】

WEB会議システムを⽤いたワーキングの開催



福山市の取り組み



■ハザードマップの改定・周知等

ハザードマップの改定・周知【令和３年度】

③ホームページ動画によるハザードマップ解説

様々な媒体を活用した
洪水ハザードマップの住民への周知

②ＳＮＳへハザードマップ解説動画
（Twitter，LINE，Facebook）

①広報テレビによるハザードマップ解説



■実践的な訓練

実践的な訓練【令和３年度】

災害対応訓練

【Webを活用した県との情報共有】

日 時：5月27日（木）
対 象：市職員３００人
内 容：本部運営訓練（ブラインド型）

・気象情報等の収集，避難情報の発令，避難場所の開設
・Webを活用した県との情報共有
・新型コロナウイルス対策を考慮した本部運営

【災害対策本部の活動状況①】 【災害対策本部の活動状況②】



■防災教育や防災知識の普及

学校の防災教育に関する支援【令和３年度】

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。

【２０２１年度実施】
春日小学校 （５年生：７３名） １１月 ５日（金）
深津小学校 （４年生：７８名） １１月１６日（火）

２０１７年度 多治米小学校
２０１８年度 曙小学校
２０１９年度 山手小学校，瀬戸小学校
２０２０年度 光小学校，宜山小学校

＜これまでの実施校＞

ライフライン防災教室



0

■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３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

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
26

Ｂ地域 加茂，広瀬，山野，神辺，竹尋，御野，湯田，中条，道上 24

Ｃ地域
神村，本郷，遺芳丘，松永，柳津，金江，藤江，山南，想青

学園
31

Ｄ地域
泉，山手，津之郷，赤坂，瀬戸，熊野，水呑，高島，鞆の浦

学園，明王台
27

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
35

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
68

合 計 211

●登録事業者数（2022年（令和4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

○ＨＰや市広報誌を活用した周知

広域避難を考慮したハザードマップの改定・周知【令和３年度】

広報ふちゅう６月号

HP



■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３年度実施】

○避難所運営研修会を実施
日時：令和３年６月２６日（座学）、７月３日（実動演習）

内容：地域住民を対象に、新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所運営力の向上を目的として、基礎的知識を学ぶ座学と、
備蓄資材の取扱訓練や水害時の避難所の開設、避難者の受付、受入を行う実働演習を実施。

○わくわく子ども教室で出前講座を実施
日時：令和３年１０月２１日
場所：府中明郷学区



■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３年度実施】

○上下地区総合防災訓練で地元小中学校と連携した訓練を実施。
日時：令和３年１０月１０日

場所：上下中学校

内容：避難所設営訓練や認知症避難者の通報訓練等を実施



マイ・タイムラインの作成支援、普及【令和３年度実施】

各地域でマイ・タイムラインを作成する講習会の実施

○日時：令和３年７月１４日
場所：木野山町
参加者：２２人

○日時：令和３年１２月５日
場所：僧殿町
参加者：１１人

○日時：令和３年１２月１４日
場所：鵜飼町
参加者：２２人

■防災教育や防災知識の普及



■情報の伝達・発信

SNSを活用した洪水時における情報提供【令和３年度実施】

○LINEやフェイスブックを活用して情報を発信

市公式アプリは、災害情報の共有など防災機能も備え、令和３年１１月から
運用開始。



広島県の取り組み



■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３年度】
学校の防災教育に対する支援【令和３年度】

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。

（防災出前講座実施件数）

小学校 中学校 特別支援
学校

合計

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

R３年度 12校 １校 １校 14校

小学校 中学校 特別支援
学校

合計

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

R３年度 12校 １校 １校 14校



気象庁の取り組み



■情報の伝達・発信

防災気象情報の各種改善【令和３年度実施】



顕著な大雨に関する情報の発表基準
1. 解析雨量（5kmメッシュ）において前３時間積算降水量が100mm以上の分布域の面積が500km2以上
2. 1.の形状が線状（長軸・短軸比2.5以上）
3. 1.の領域内の前３時間積算降水量最大値が150mm以上
4. 1.の領域内の土砂キキクル（大雨警報(土砂災害)の危険度分布）において土砂災害警戒情報の基準を実況で超過（かつ大雨特別警報の土壌雨量指数基準値
への到達割合8割以上）又は洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）において警報基準を大きく超過した基準を実況で超過
※ 上記1～4すべての条件を満たした場合に発表します。
※ 情報を発表してから3時間以上経過後に発表基準を満たしている場合は再発表するほか、3時間未満であっても対象区域に変化があった場合は再発表します。

令和3年6月17日運用開始
8月13日に

広島県で初の発表

※自動送信

25

■情報の伝達・発信

防災気象情報の各種改善
【令和３年度実施】

線状降水帯がもたらす降り続く顕著な大雨への注意喚起
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