
資料２

県土整備部河川整備課

「徳島県水防計画」の変更について

１ 特別警報に関する記述の挿入と雨に関する徳島県の５０年に一度の
値一覧の追加及び雨量基準を表面雨量指数基準に変更

２ 南海トラフ地震に関連する情報の種類と発表条件の記載

３ 徳島海上保安部から警報等の伝達経路の変更

４ 徳島県水防情報伝達システムに接続されている雨量観測所の追加

５ 付表、資料の時点修正

１ 特別警報に関する記述の挿入と雨に関する徳島県の５０年に一度の値
一覧の追加及び雨量基準を表面雨量指数基準に変更
雨を要因とする特別警報の指標と台風等を要因とする特別警報の指標

が導入されたことと，雨に関する徳島県の５０年に一度の値一覧の追加，
又大雨警報発表基準表の雨量基準を表面雨量指数基準に変更

２ 南海トラフ地震に関連する情報の種類と発表条件の記載
南海トラフ全域を対象として，異常な現象を観測した場合や地震発生

の可能性が相対的に高まっていると評価した場合に，「南海トラフ地震に
関する情報」が発表される。

３ 徳島海上保安部から警報等の伝達経路の変更
気象業務法による伝達先は船舶となっており，台風・津波等対策委員

や県漁連などは，船舶に対する伝達手段であって，手段の記載までは不
要との判断による。

４ 徳島県水防情報伝達システムに接続されている雨量観測所の追加
雨量観測所として小谷観測所の追加を行う。

５ 付表、資料の時点修正
① 重要水防区域の変更
○重要水防区域の箇所数 ３８０箇所→３８２箇所(２箇所増)
重要水防箇所評定基準（工作物）に基づき、現在の指定状況を再確認

した際に、指定が必要な工作物が確認されたため、今回指定を行う。

つるぎ町貞光の吉野川にかかる美馬中央橋

三好市中庄の吉野川にかかる角の浦大橋

○重要水防区域の延長 373,373ｍ→369,060ｍ（ 4,313ｍ減）
鳴門市の大津町、徳長の旧吉野川左岸の耐震対策工事の完成（７７６

ｍ減）

阿南市辰巳町の那賀川右岸、築堤から３年経過のため（１,４９１ｍ減）

阿南市辰巳町の派川那賀川左岸、築堤から３年経過と、新規による追
加のため（１,６２６ｍ減）

阿南市原ヶ崎町、黒津地町、向原町の派川那賀川右岸の新堤防完成（２,
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１３６ｍ増）等

○水防上最も重要な区間（A区間）153,780ｍ→151,932ｍ（1,848ｍ減）
阿南市原ヶ崎町、黒津地町、向原町の派川那賀川右岸の堤防工事完成に
よる修正（１,８４８ｍ減）

○水防上重要な区間（B区間） 204,327ｍ→203,492ｍ （835ｍ減）
徳島市の川内町、中島の今切川左岸の災害復旧工事の完成（２７ｍ減）

藍住町江尻の今切川左岸の災害復旧工事の完成（３２ｍ減）等

○要注意区間 15,266ｍ→13,636ｍ （1,630ｍ減）
阿南市那賀川町中島の那賀川左岸、築堤から３年経過のため（５６１
ｍ減）

阿波市伊沢と勝命の吉野川左岸、新堤防でなくなったため（８８ｍ減）
等

② その他関係区域の戸数、住民数、水防団員の人数等変更
別紙のとおり時点修正
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大雨・高潮特別警報発表基準

*１雨を要因とする特別警報の指標

大雨特別警報は下の①又は②いずれかを満たすと予想され，かつ，更に雨が降り続くと

予想される場合に発表する。

① 48時間降水量及び土壌雨量指数（※1）において，50年に一度の値以上となった5km

格子が，共に府県程度の広がりの範囲内で50格子以上出現。

② 3時間降水量及び土壌雨量指数（※1）において，50年に一度の値以上となった5km

格子が，共に府県程度の広がりの範囲内で10格子以上出現（ただし，3時間降水量

が150mm（※2）以上となった格子のみをカウント対象とする）。

土壌雨量指数（※1）：降った雨が地下の土壌中に貯まっている状態を表す値。この値

が大きいほど，土砂災害発生の危険性が高い。

3時間降水量150mm（※2）：1時間50mmの雨（滝のようにゴーゴー降る，非常に激しい

雨）が3時間続くことに相当。

*２台風等を要因とする特別警報の指標

指標を以下のとおりとする。

「伊勢湾台風」級（中心気圧930hPa以下又は最大風速50m/s以上）の台風や同程度の温

帯低気圧が来襲する場合に，特別警報を発表する。ただし，沖縄地方，奄美地方及び小

笠原諸島については，中心気圧910hPa以下又は最大風速60m/s以上とする。

台風については，指標となる中心気圧又は最大風速を保ったまま，中心が接近・通過

すると予想される地域（予報円がかかる地域）における，大雨・暴風・高潮・波浪の警

報を，特別警報として発表する。

温帯低気圧については，指標となる最大風速と同程度の風速が予想される地域におけ

る，大雨・暴風（雪を伴う場合は暴風雪）・高潮・波浪の警報を，特別警報として発表

する。

現象の種類 発表基準

大雨
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、数十年に一度の

強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合。

高潮 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想される場合。
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雨に関する徳島県の50年に一度の値一覧（平成29（2017）年3月1日現在）

注１）略語の意味は右のとおり。R48：48時間降水量(mm)，R03：3時間降水量(mm)，SWI：土壌雨量指数（Soil Water Index）。

注２）「50年に一度の値」の欄の値は，各市町村にかかる5km格子の50年に一度の値の平均値をとったものである。

注３）R48，R03，SWIいずれについても，50年に一度の値は統計値であり，一の位の大小まで厳密に評価する意味は無い。

注４）特別警報は，府県程度の広がりで50年に一度の値となる現象を対象。個々の市町村で50年に一度の値となることのみ

で特別警報となるわけではないことに留意。

注５）特別警報の判定に用いるR03の値は，３時間降水量が150mm以上となった格子のみをカウント対象とする。

地　域 50年に一度の値

都道府県 府県予報区 一次細分区域 市町村等をまとめた区域
市町村等

（二次細分区域）
R48 R03 SWI

徳島県 徳島県 北部 徳島・鳴門 徳島市 730 214 361

徳島県 徳島県 北部 徳島・鳴門 鳴門市 568 168 307

徳島県 徳島県 北部 徳島・鳴門 小松島市 709 230 344

徳島県 徳島県 北部 徳島・鳴門 松茂町 581 182 317

徳島県 徳島県 北部 徳島・鳴門 北島町 607 186 328

徳島県 徳島県 北部 徳島・鳴門 藍住町 623 190 335

徳島県 徳島県 北部 徳島・鳴門 板野町 613 191 331

徳島県 徳島県 北部 美馬北部・阿北 吉野川市 703 196 355

徳島県 徳島県 北部 美馬北部・阿北 阿波市 574 180 316

徳島県 徳島県 北部 美馬北部・阿北 美馬市脇・美馬・穴吹 602 161 314

徳島県 徳島県 北部 美馬北部・阿北 石井町 658 200 347

徳島県 徳島県 北部 美馬北部・阿北 上板町 633 198 340

徳島県 徳島県 北部 美馬北部・阿北 つるぎ町半田・貞光 634 157 321

徳島県 徳島県 北部 美馬南部・神山 美馬市木屋平 1038 232 449

徳島県 徳島県 北部 美馬南部・神山 佐那河内村 959 231 433

徳島県 徳島県 北部 美馬南部・神山 神山町 943 221 422

徳島県 徳島県 北部 美馬南部・神山 つるぎ町一宇 840 185 388

徳島県 徳島県 北部 三好 三好市 660 162 323

徳島県 徳島県 北部 三好 東みよし町 537 138 276

徳島県 徳島県 南部 阿南 阿南市 718 230 346

徳島県 徳島県 南部 那賀・勝浦 勝浦町 1049 238 447

徳島県 徳島県 南部 那賀・勝浦 上勝町 1230 252 495

徳島県 徳島県 南部 那賀・勝浦 那賀町 1137 251 469

徳島県 徳島県 南部 海部 牟岐町 883 259 388

徳島県 徳島県 南部 海部 美波町 816 265 379

徳島県 徳島県 南部 海部 海陽町 1114 272 457
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大雨警報発表基準

一次細分区域
市町村等を

まとめた地域
市町村等 雨量基準　表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準

北部

徳島・鳴門

徳島市
平坦地：R1=60　２３

平坦地以外：R1=60 あるいは R3=140
155

鳴門市
平坦地：R1=50　　１７

平坦地以外：R3=90
143

小松島市
平坦地：R1=50　　１８

平坦地以外：R3=80
155

松茂町 R1=60　　２３ －

北島町 R1=60　　２３ －

藍住町 R1=60　　２３ －

板野町
平坦地：R1=60　　２３

平坦地以外：R3=120
143

美馬北部・阿北

吉野川市 R1=50　　２０ 139

阿波市
平坦地：R1=50　　２２

平坦地以外：R3=120
109

美馬市脇・美馬・穴吹
平坦地：R1=50　　１７

平坦地以外：R3=120
113

石井町
平坦地：R1=60　　２２

平坦地以外：R3=120
152

上板町
平坦地：R1=60　　２５

平坦地以外：R3=120
149

つるぎ町半田・貞光 R3=120　　１７ 113

美馬南部・神山

美馬市木屋平 R3=170　　２０ 162

佐那河内村 R3=140　　１８ 152

神山町 R3=170　　１８ 142

つるぎ町一宇 R3=170　　１８ 146

三好
三好市 R3=160　　１６ 110

東みよし町 R3=160　　１６ 110

南部

阿南 阿南市
平坦地：R1=70　　２２

平坦地以外：R3=150
149

那賀・勝浦

勝浦町 R3=170　　２４ 174

上勝町 R3=200　　２４ 152

那賀町 R3=200　　２５ 172

海部

牟岐町 R3=190　　２７ 200

美波町 R3=190　　２７ 169

海陽町 R3=190　　３０ 197

【備考】

＊表面雨量指数基準値と土壌雨量指数基準値は1km格子四方ごとに設定しておりいるが，欄内の土壌雨量指数基準には，市町村等の

域内における基準値の最低値を示している

＊基準値における「・・・以上」の「以上」を省略した。

＊欄中，R1，R3はそれぞれ1，3時間雨量（mm）を示す。

＊平坦地とは概ね傾斜が30パーミル以下で都市化率が25パーセント以上の地域，平坦地以外とはそれ以外の地域。

＊基準が設定されていない市町村等については，その欄を“－”で示している。

- 5 -



大雨注意報発表基準

一次細分区域
市町村等を

まとめた地域
市町村等 雨量基準　表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準

北部

徳島・鳴門

徳島市
平坦地：R1=40　　１３

平坦地以外：R1=40 あるいは R3=90
124

鳴門市
平坦地：R1=30　　１１

平坦地以外：R3=60
114

小松島市
平坦地：R1=30　　１２

平坦地以外：R3=50
120

松茂町 R1=30　　１０ 124

北島町 R1=40　　１３ 124

藍住町 R1=40　　１３ 127

板野町
平坦地：R1=40　　１３

平坦地以外：R3=80
114

美馬北部・阿北

吉野川市 R1=30　　７ 111

阿波市
平坦地：R1=30　　９

平坦地以外：R3=80
87

美馬市脇・美馬・穴吹
平坦地：R1=30　　７

平坦地以外：R3=80
90

石井町
平坦地：R1=40　　１３

平坦地以外：R3=80
121

上板町
平坦地：R1=30　　１０

平坦地以外：R3=60
119

つるぎ町半田・貞光 R3=80　　７ 90

美馬南部・神山

美馬市木屋平 R3=110　　１５ 129

佐那河内村 R3=90　　１３ 121

神山町 R3=90　　１２ 113

つるぎ町一宇 R3=110　　１２ 116

三好
三好市 R3=110　　１０ 88

東みよし町 R3=60　　７ 88

南部

阿南 阿南市
平坦地：R1=40　　１５

平坦地以外：R3=100
119

那賀・勝浦

勝浦町 R3=110　　１５ 139

上勝町 R3=140　　１７ 121

那賀町 R3=140　　１８ 137

海部

牟岐町 R3=130　　１８ 160

美波町 R3=80　　１５ 135

海陽町 R3=130　　２１ 157

【備考】

＊表面雨量指数基準値と土壌雨量指数基準値は1km格子四方ごとに設定しておりいるが，欄内の土壌雨量指数基準には，市町村内に

おける基準値の最低値を示している。

＊基準値における「・・・以上」の「以上」を省略した。

＊欄中，R1，R3はそれぞれ1，3時間雨量（mm）を示す。

＊平坦地とは概ね傾斜が30パーミル以下で都市化率が25パーセント以上の地域，平坦地以外とはそれ以外の地域。

＊基準が設定されていない市町村等については，その欄を“－”で示している。
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（４）南海トラフ地震に関連する情報の種類と発表条件

南海トラフ全域を対象として，異常な現象を観測した場合や地震発生の可能性が相対的

に高まっていると評価した場合等に，「南海トラフ地震に関連する情報」の発表を行う。

○本情報の運用開始に伴い，東海地震のみに着目した情報（東海地震に関連する情報）の

発表は行いません。

○本情報を発表していなくても，南海トラフ沿いの大規模地震が発生することもあります。

※１：南海トラフ沿いでマグニチュード７以上の地震が発生した場合や東海地域に設置さ

れたひずみ計に有意な変化を観測した場合など，気象庁が調査を開始する対象となる現象

で，具体的には次のとおりです。

気象庁が調査を開始する対象となる現象

• 想定震源域（※２）内でマグニチュード 7.0 以上の地震が発生

• 想定震源域（※２）内でマグニチュード 6.0 以上の（或いは震度５弱以上を観測した）

地震が発生し，ひずみ計（※３）で当該地震に対応するステップ状の変化（※４）以外の

特異な変化を観測

• １カ所以上のひずみ計（※３）で有意な変化を観測し，同時に他の複数の観測点でもそ

れに関係すると思われる変化を観測している等，ひずみ計（※３）で南海トラフ沿いの大

津波予報の発表基準と発表内容

発表基準される場合 発表内容

津

波

予

報

津波が予想されないとき。（地震情報に含めて発表） 津波の心配なしの旨を地震情報に含めて発表する。

0.2ｍ未満の海面変動が予想されたとき。（津波に関す

るその他の情報に含めて発表）

高いところでも0.2ｍ未満の海面変動のため被害の心配は

なく，特段の防災対応の必要がない旨を発表する。

津波警報等の注意報解除後も海面変動が継続すると

き。（津波に関するその他の情報に含めて発表）

津波に伴う海面変動が観測されており，今後も継続する可

能性が高いため，海に入っての作業や釣り，海水浴などに

際しては十分な留意が必要である旨を発表する。

情報名 情報発表条件

南海トラフ地震に関連する情報（臨時）

• 南海トラフ沿いで異常な現象（※１）が観測され、その現象が南海トラフ

沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を

継続している場合

• 観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可

能性が平常時と比べて相対的に高まったと評価された場合

• 南海トラフ沿いの大規模な地震発生の可能性が相対的に高まった状態では

なくなったと評価された場合

南海トラフ地震に関連する情報（定例）
• 「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合において評価し

た調査結果を発表する場合
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規模地震との関連性の検討が必要と認められる変化を観測

• その他，想定震源域（※２）内のプレート境界の固着状況の変化を示す可能性のある現

象が観測された等，南海トラフ沿いの大規模地震との関連性の検討が必要と認められる現

象を観測

※２：想定震源域；下図に示す南海トラフ地震の想定震源域（中央防災会議，2013）。

※３：ひずみ計；当面，東海地域に設置されたひずみ計を使用。

※４：ステップ状の変化；地震発生時に通常観測される段差的な変化。

上記は，今後の検討により見直されることがある。
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（ウ）津波予報・津波情報の場合

漁業用牟岐無線局

 法令（気象業務法等）による通知系統
 法令（気象業務法等）による公衆への周知依頼
 地域防災計画，行政協定による伝達系統

陸上自衛隊第15普通科連隊

徳島新聞社

エフエム徳島

四国放送

NHK徳島放送局

牟岐漁港無線局

四国電力徳島系統制御所

四国地方整備局
徳島河川国道事務所

四国地方整備局
那賀川河川事務所

徳島海上保安部

徳島県警察本部

徳島県
（危機管理部）

徳島市消防局

関係水防管理団体（市町村）

県各関係機関

海上自衛隊徳島教育航空群

海上自衛隊第24航空隊

警察署

船
舶

徳島小松島港台風・津波等対策委員会委

徳島海上保安部美波分室

県漁連 各漁協

関係交番・駐在所

徳

島

地

方

気

象

台

住

民

◎ 防災情報提供システム

☆ オンライン

（気象情報伝送処理システム）

◎

☆

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

ケーブルテレビ徳島◎

エフエムびざん◎

国府町ＣＡＴＶ◎

朝日新聞徳島総局◎

削除
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付表－１　徳島県水防情報伝達システム接続　雨量観測所（テレメーター）一覧表 １／２

ﾄｸｼﾏﾁｮｳｼｬ 東 部 県 土 徳島市南末広町６－３６ 東 部 県 土

徳島庁舎 整備局(徳島) 整備局(徳島)

ｼｮｳﾎｳｼﾞ 板野郡藍住町奥野東中須１２５地先

正法寺

ﾋﾛﾉ 名西郡神山町阿野字広野１５４－１

広野

ﾖﾘｲ 名西郡神山町神領字川北２－１

寄井

ﾐﾔﾏｴ 名東郡佐那河内村下字中辺７１－１

宮前

ﾎｯｹ 徳島市八万町弐丈５－１

法花

ﾀﾂｴ 小松島市立江町字清水１８９－１

立江

ｵﾁｱｲ 勝浦郡上勝町落合

落合 （ダム）

ﾏｻｷ 勝浦郡上勝町正木字藤の内１８－２

正木 （ダム）

ｵﾅｶｽﾞﾗ 勝浦郡上勝町大字生実字百合出尾

雄中面 （ダム）

ﾄﾉｶﾜｳﾁ 勝浦郡上勝町殿川内

殿川内 （ダム）

ﾖｺｾ 勝浦郡勝浦町大字久国鴻畑地

横瀬

ﾔｴｼﾞ 勝浦郡上勝町大字旭字西中２９－２

八重地 （ダム）

ﾅﾙﾄﾁｮｳｼｬ 東 部 県 土 鳴門市撫養町立岩字七枚１２８

鳴門庁舎 整備局(鳴門)

ｵｵﾀﾆｶﾞﾜ

大谷川

ｱﾅﾝﾁｮｳｼｬ 南部総合 阿南市富岡町あ王谷４６ 南部総合

阿南庁舎 （阿南） （阿南）

ｱﾗﾀﾉ 阿南市新野町秋山３５０－５

新野

ﾌｸｲﾀﾞﾑ 阿南市福井町鉦打

福井ダム （ダム）

ｶﾓﾀﾞﾆ 阿南市加茂町野上２２－６

加茂谷

ﾅｶﾁｮｳｼｬ 南部総合 南部総合

那賀庁舎 （那賀） （那賀）

ﾔﾘﾄﾞ 那賀郡那賀町岩倉字シモアレ28-9

槍戸

ﾅｺﾞﾉｾ 那賀郡那賀町掛盤字保木山７

名古ノ瀬

ﾅｶﾞﾔｽｸﾞﾁ 那賀郡那賀町長安字向イ22-1

長安口

ｶﾜｸﾞﾁ 那賀郡那賀町吉野字イヤ谷７２－１

川口

ｺﾀﾆ 海部郡海陽町小谷字落合１０６

小谷

観測所名 水系名 流域河川 所　在　地 所管等 備考

吉野川 正法寺川 〃

〃 鮎喰川 〃

〃 〃 〃

〃 園瀬川 〃

〃 〃 〃

立江川 立江川 〃

勝浦川 勝浦川 〃

〃 〃 〃

〃 〃 〃

〃 〃 〃

〃 〃 〃

〃 旭川 〃

〃

吉野川 大谷川
板野郡松茂町中喜来字中瀬堤外１５
－９

〃

那賀川 桑野川 〃

福井川 福井川 〃

那賀川 那賀川 徳島県

那賀郡那賀町吉野字弥ハかヘ６４－
１

那賀川 坂州木頭川 国交省

〃 〃 〃

〃 那賀川 〃

〃 〃 企業局

宍喰川 広岡川 徳島県
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２　局別重要水防区域総括表      

国は国土交通省管理

県は徳島県管理

市町村は市町村管理

 危険な場合の措置

水防上最も 水  防  上 要注意

 延   長 重要な区間 重要な区間 区  間 戸数 住民数 担当水防 収用能力

（ｍ） Ａ（ｍ） Ｂ（ｍ） （ｍ） （戸） （人） 団 員 数 （人）

36,489 6,139 6,903

33,099 4,291 23,447 5,361  

12,136 29,870 11,267

13 4,453 2,300 2,153 0 12,364 29,512 1,041 14,450

国
1 200 0 0 200

県
13 5,106 3,906 1,170 30  

市町村
1 150 0 150 0 479 1,407

242→
237 2,780

美波庁舎 県
50 17,200 10,100 5,400 1,700

2,447→
2,478

4,960→
5,027

566→
570

6,615→
7,623

国
14→15 14,139 4,724 6,827 2,588

県
29 12,393 4,643 7,750 0  

市町村
10 5,240 2,840 2,400 0

2767→
2755

7701→
7594

760→
754

13105→
13045

国
8→9 10,951 10,951 0 0

県
22 11,112 2,100 8,350 662

3,109→
3,153

6,925→
7,064

634→
661

12,834→
9,870

国
52

66,460→
65,625 36,475

29,985→
29,150 0

県
    69   37,581 13,492 21,413 2,676

41,214→
41,055

100,215→
100,007

1719→
2180

49134→
49449

市町村
1 1,000 1,000 0 0

国
19

29,996→
29,908 3,890 25,599 507→419

県
46 116,883 49,780 67,103 0

市町村
9 4,020 1,440 2,580 0

19030→
19069 59,560

1,305→
1,446

28,930→
27,510

117 158,235 62,179 85,858 10,198

119 153,922 60,331 85,023 8,568

県
242 204,728 86,321 113,339 5,068

市町村
21 10,410 5,280 5,130 0

380 373,373 153,780 204,327 15,266 81,182 210,638 6,267 124,665

382 369,060 151,932 203,492 13,636 81,353 210,171 6,889 124,727

　　　(平成29年4月1日現在）

３　重要水防区域一覧表      （平成30年4月1日現在）

　　　付表－５ 参照

事務所名

重　要　水　防　区　域 関 係 区 間

箇所数

南　部
総　合
県民局

阿南庁舎

国
23

県

那賀庁舎

合　　計

国

計

西　部
総　合
県民局

美馬庁舎

三好庁舎

東　部
県　土
整備局

徳島庁舎

吉野川庁舎
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