
第２回検討会　ワークシートのとりまとめ結果
TL

レベル
グループ名 機関名

行動項目
No

課題・調整事項（黄色付箋） 課題の整理 回答（青付箋）

総社市　危機管理室 1
前線停滞による情報収集（気象台）
・通常注意報発令から

井原市　危機管理課 1
・台風の進路、規模の確認（気象台）
・再接近の可能性の確認（気象台）

倉敷市　防災危機管理室 2 警報級の可能性及び、その時間帯→どのタイミングで発信されるのか（気
井原市　危機管理課 2 梅雨前線の動きを確認（気象台）
井原市　危機管理課 9 土のう、資材の調達先を確認（建設業協会、ホームセンター協定先） 他機関との課題
早島町　福祉 37 避難所（学校等）への連絡 所内部署との課題
早島町　福祉 38、39 教育委員会部局への連絡 所内部署との課題
早島町　福祉 41、42 社協等々の情報確認 所内部署との課題
水島臨海鉄道（株） 1 情報収集箇所の提供、規程上の整備必要 自社の課題

西日本旅客鉄道（株）岡山支社 1
ウェザーニュースからの情報提供あり、ただし、ダム等の情報についてはな
し。
細かい情報があればよい。

ダム情報に関する課題

県土木課：ダムの情報は岡山防災ポータルでダムの放流状況を発信している
岡山県河川課（ダム）：水位についても岡山防災ポータルでリアルタイムで災害
情報を提供している。さらなる情報提供は今後検討していく。
危機管理型水位計も設置しているので、国交省のシステムでみてほしい
（河川の水位）

日本放送協会　岡山放送局
6～19、
25～32、
37～42

情報の公開と取材の設定 情報公開に関する課題 -

（株）吉備ケーブルテレビ 47 自治体が機能低下により判断が遅くなる 個別の課題 -

（株）吉備ケーブルテレビ 48 避難を呼びかけても逃げない
避難行動に結びつける情報提供に関する
課題

-

（株）吉備ケーブルテレビ 43 交通機関がマヒしているため人材確保できない 交通機関の運行停止状況に関する課題 -
エフエムゆめウェーヴ（株） 43 国または県による「タイムライン」体制発動の前予告をメディアに入れてほし タイムラインの運用に関する課題 -

倉敷市　防災危機管理室 2～5
気象台、及び県による説明会の実施情報
週末等を挟む場合も含め、説明会のタイミング

台風説明会に関する課題

倉敷市　防災危機管理室 9 潮位偏差予想（どのタイミングで発信されるのか） 潮位予測情報の入手に関する課題
浅口市　総務課 6、7 国（県）観測所の雨量・水位の確認→今後の水位予測 水位情報の収集に関する課題

高梁市　防災復興推進課 93
町内会長への注意喚起
・周知方法、煽るようにならないか

避難行動に結びつける情報伝達に関する
課題

国 岡山河川事務所 2 台風説明会の実施　気象台◎→○でなないか タイムラインへの反映事項 -

小坂部川ダム 26、27 2日予測での情報による見込みなので精度は低い -

中国電力(株)　岡山支社 26 気象予報によるダム放流開始の有無は判断できるが精度は低い -

岡山県土木部 26、27
放流開始の判断を48時間前に行うのは降雨予測、流入予測の精度による
ところが大きく、貯水位の状況にもよるため難しい

-

岡山県土木部 34 事前に水位を下げるための関係機関(利水者)への調整 自機関の課題 -
交通機関 水島臨海鉄道（株） 9 海面水位情報と河川水位の関係は？水島港 個別の課題 -

日本放送協会　岡山放送局 3～5 台風説明会を別々に開く必要はないのではないか -
日本放送協会　岡山放送局 26～34 ダム放流の情報をオープンにすべき -
日本放送協会　岡山放送局 55～65 運行停止準備の情報をオープンにしてほしい -

日本放送協会　岡山放送局 72～80 水防活動を積極的に報道して住民への意識付け
平時からの報道による水防災意識の啓発
に関する課題

-

日本放送協会　岡山放送局 88～100 情報共有取材の設定 報道機関間の情報共有に関する課題 -

（株）倉敷ケーブルテレビ 24
パトロール準備：行政が行うパトロールについて、何を基準にどんなパト
ロールをどこで行うのか、情報発信を求む

-

（株）吉備ケーブルテレビ 4 県の情報が入りにくい -
（株）倉敷ケーブルテレビ 3 台風説明会以外の情報収集（状況ごと）気象台のホットライン構築 -
（株）吉備ケーブルテレビ 103 避難所にテレビがないと情報を伝えられない 事後の課題 -
（株）エフエムくらしき 3 台風説明会：参加したこともないと開設されても、人員的に参加は難しい。 自社の課題 -

（株）エフエムくらしき 101
避難所開設について聴取者からの情報収集は必要ないのでは？
市からの正しい情報を伝える

避難所開設の情報提供に関する課題 -

（株）エフエムくらしき 14 人員の確保：もともとが少ないのでいる人間ができる範囲でやっている。 自社の課題 -
新見市　総務課 3 リエゾン派遣について派遣元が情報を出すのか受け入れ先が入手するのかリエゾンの活用に関する課題

新見市　総務課 117 ダム放流の予告通知が放流の何時間前に出るのか水位上昇の見込みがどダム情報に関する課題

用水土地改良区：放流の予告は1時間前に行政、警察へ報告。水位の情報はダ
ムからは出していない
県：同様に操作規則に則っている。河川水位の上昇については新しいシステム
を検討中。影響する範囲は限られている。ダム直下流など影響が大きい範囲で
放流予告をできればいい。

浅口市　総務課 1
避難準備・高齢者避難開始　避難勧告等発令のタイミング
・トリガーとなる情報源、破堤点と水位情報→どれぐらいのスピードでどれ
位水位上昇し、浸水範囲の予測

水位情報の収集に関する課題 -

早島町　総務課 114、115 町内会や自主防災組織の代表等への連絡体制（連絡が取れないときの対応住民組織への連絡体制に関する課題

高梁市　防災復興推進課 111
避難所開設に向け、教員の配置体制の確認
・施設の運用方法が分からない

自機関の課題

岡山河川事務所 117 放流予告　○→◎岡河・岡国 タイムラインへの反映事項
岡山河川事務所 140 ○→◎岡河・岡国・小田川 タイムラインへの反映事項 -
岡山河川事務所 162、163 通行規制の情報共有して欲しい 通行規制の情報共有に関する課題 -

岡山国道事務所 119
・ダム放流情報の発信者が不明
・情報伝達ルートが未確定

タイムラインへの反映事項 -

岡山国道事務所 162、163 ◎→○ タイムラインへの反映事項 -
岡山県　危機管理課 129、132 避難所開設をレアラート等で迅速に連絡してほしい -

岡山県　危機管理課 135、136 避難所別の避難者数を把握し、報告してほしい。消防庁に報告必要
井原市：H30.7の際
・報告の手がたりない状態だった。人員配置を改善、災対本部の規定も改善す

水島臨海鉄道（株） 1、2
高梁川上流域の状況（水位上昇等）の情報をリアルタイムに取得したい。
（7月豪雨時と比較して発信あるとよい）

水位情報の収集に関する課題 -

西日本旅客鉄道（株）岡山支社 154
報道機関への情報提供、駅の案内のみになり、高齢者への案内が不充分
になる可能性

個別の課題
避難所は自治体によって開設する指定避難所を事前にHM等に掲載してホーム
ページ等で公開してる

西日本放送（株） 164～169
国土交通省河川事務所の河川カメラを緊急性の高い場所に変更した場合
の情報がほしい

個別の課題 -

（株）エフエムくらしき 1? 気象会社の出す情報が、放送で使いにくかった 自社の課題 -
新見市　総務課 1 河川水位の今後の見込みの情報が出ないのか 水位情報の収集に関する課題

新見市　総務課 3
ダムの放流量の見込みの情報が分かるか（増減）
・水位への影響見込み

ダム情報に関する課題

井原市　危機管理課 8 道路の冠水状況の把握（建設部局） 道路冠水の状況把握に関する課題
倉敷市　防災危機管理室 5 情報共有の為のリエゾンが派遣されるタイミング リエゾンの活用に関する課題 国・県
早島町　総務課 13 台風接近時等は、駅への連絡が繋がらないのではないか 個別の課題 JR
岡山県警察本部 5～9 氾濫(浸水)の状況把握(道路等) 道路冠水の状況把握に関する課題 -
岡山県警察本部 - 道路の通行止めの把握と実施　道路管理者と連携 通行規制の情報共有に関する課題 -
陸上自衛隊 5、79 通行止め、通行規制の状況等の把握 通行規制の情報共有に関する課題 既出
岡山県警察本部 10～13 交通機関の状況把握 交通機関の運行停止状況に関する課題 -

ダム 小坂部川ダム 6、8、10
下流の道路状況が知りたい
どの機関がいつ連絡をするなどとりきめた情報連絡体制を構築する

道路冠水の状況把握に関する課題

(一社)岡山LPガス 8、10
・道路の冠水状況エリア
・道路既判状況の情報を提供いただきたい

道路冠水の状況把握に関する課題

中国電力（株）岡山支社 8、10 国道、県道、市道の通行止め情報がタイムリーにほしい。 通行規制の情報共有に関する課題

西日本電信電話（株）岡山支店 8、10
・道路の冠水状況区間を把握したい
・通行止め情報がほしい

道路冠水の状況把握に関する課題

中国電力（株）岡山支社 8
道路の冠水状況について、深さ（m）を知りたい
※緊急停電検討のため

道路冠水の状況把握に関する課題

水島臨海鉄道（株） 40 独自の雨量計を設置したいが費用的な問題も 自社の課題 -
水島臨海鉄道（株） 8 道路に関する情報は入って来ない 道路冠水の状況把握に関する課題 -

西日本旅客鉄道（株）岡山支社 47 利用者への避難誘導開始→避難場所の情報 鉄道利用者の避難先に関する課題
倉敷市；ハザードマップで緊急指定避難場所を示しているので、それを参考に開
設している避難場所を確認してほしい

日本放送協会　岡山放送局 22 氾濫発生の状況で公共施設催しものは必要ない 個別の課題 -

玉島テレビ放送（株） 8
道路冠水状況
消防団等からの情報収集は可能か？

道路冠水の状況把握に関する課題 -

（株）倉敷ケーブルテレビ 6
行政との連携が不可欠
公表するつもりがあるのか

-

（株）倉敷ケーブルテレビ 6 被害情報をどう把握し、公表するのか -
（株）吉備ケーブルテレビ 61 社内が浸水の危険 個別の課題 -

（株）倉敷ケーブルテレビ 86

住民避難のタイミング
誰を対象にどうやって周知する？
どこへ？
事前に準備はできないか？

避難行動に結びつける情報伝達に関する
課題

-

陸上自衛隊 1 気象情報の把握(最新、地域別、推移) 気象情報の把握に関する課題 -
岡山県　危機管理課 37、39 避難所開設をレアラート等で迅速に連絡してほしい -
岡山県　危機管理課 42、43 避難所別の避難者数を把握し、報告してほしい。消防庁に報告必要 -
岡山県　備中県民局 65 他機関リエゾことの情報共有 リエゾンの情報共有に関する課題 リエゾンを派遣されている機関と日常的に顔の見える関係が必要かもしれない

岡山県　備中県民局
39、42、
43

防災システム入力の励行
対象世帯数の入力、避難者数の入力

個別の課題 -

岡山県警察本部 - 鉄道等交通の運行情報 交通機関の運行停止状況に関する課題 -

国 岡山国道事務所 9 ◎→○　・連絡ルートが不明 タイムラインへの反映事項

住民報道 玉島テレビ放送（株） 11、26
住民・周知
深夜の時間帯を考慮した、周知が必要では？

避難行動に結びつける情報伝達に関する
課題

-

県警察
自衛隊

陸上自衛隊 6、16
被害状況の把握
浸水区域内の要救助者の把握

被害状況及び要救助者の把握に関する
課題

自治体→救助情報(自衛隊内部)＋県→災対本部にリエゾン派遣

(一社)岡山LPガス 7 流出容器を発見した場合の措置についての広報依頼 個別の課題

危険性のあることであるため積極的に報道していきたい
L字など情報提供できる（7月豪雨でしていた）
広報・報道（NHK）→見つけた際はむやみに触らず、専門家に任せてもらえるよ
うに広報していただきたい

(一社)岡山LPガス 16
救助活動の状況をしりたい
※緊急停電の検討のため

救助活動状況の把握に関する課題

県と内部での共有しか行っていない。県の災害対策本部に来ていただき、そこ
で確認していただくのがいい。リエゾンを派遣してもらえたら、その人を通じて状
況を把握する方法があると思う。（県　危機管理）
救助情報については自衛隊としては組織の上級部隊には連絡している。（自衛

NTT岡山支店 52～55 削除します。レベル4、7で実施 タイムラインへの反映事項 -
西日本放送（株） 緊急の場合を含め、週末に有事が起こる場合の想定などが必要 タイムラインの前提に対する意見 -

西日本放送（株）
情報については全てオープンにしてほしい。混乱を招くために伏せる
のであればその旨も伝えてほしい。

情報公開に関する課題

倉敷市：報道機関の位置づけというところでは、自治体としても災害時には住民
の方に避難情報を迅速にいろいろな手段で伝えることに取り組んでいる、報道
機関を通しての情報提供も非常に重要な手段。これまでも協力していただいて
いたが、今後もそういう形で進めて行きたい。

西日本放送（株）
そもそも72時間前から前のタイムラインは有意義なのか？
去年の豪雨を踏まえ、1日前緊急タイムラインの構成を

タイムラインの前提に対する意見 -

 岡山河川国道事務所：規制状況は情報発信については周辺の関係自治体に
FAX等で連絡している。それについて国や県の情報システムから把握していた
だく。県のシステムでは道路一括で見られる。冠水の深さについては実際に浸
水すると現地確認できたいため詳細の情報は示すことができない。

県警察
自衛隊

避難所開設状況・避難者数の集約に関す
る課題

避難所開設状況・避難者数の集約に関す
る課題

台風及び前線性降雨に係る予測情報の
入手に関する課題

情報公開に関する課題

情報公開に関する課題

情報公開に関する課題

ダム情報に関する課題

予備 住民報道

4

自治体

県警察
自衛隊

ライフライン

5

7
ライフライン

交通機関

住民報道

2

自治体

ダム

住民報道

3

自治体

国

県警察
自衛隊

交通機関

住民報道

1

自治体

台風であれば5日先までの情報をホームページで公表している前線性について
は予測が難しいので48時間先までが限界。
説明会としては進路精度はよくなっている。

交通機関

住民報道

【凡例】
気象情報・水位情報等の収集 道路冠水・通行規制・交通機関停止の情報共有に関する課題
情報公開に関する課題 機関間の情報共有に関する課題
避難行動に結びつける情報提供に関する課題
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