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はじめに  

観音寺市は、香川県の西南部に位置し、市の北東部は三豊市、西部は瀬戸内

海の燧灘（ひうちなだ）に面し、沖合には伊吹島等の島しょを有しており、南

部は讃岐山脈の雲辺寺山、金見山等を境に徳島県三好市及び愛媛県四国中央市

に接しています。市の面積は117.47ｋ㎡で、可住地面積は72.82ｋ㎡、可住地

割合は62.0％です。また、池沼は0.20ｋ㎡、山林及び原野は44.22ｋ㎡となっ

ています。 

市の中央部には三豊平野が広がり、東部から西部に向かって財田川、柞田川

等の河川が貫流し、豊かな田園地帯が形成されています。また、河口付近は、

市の中核となる市街地が形成されています。東部から南部にかけては山間地が、

北部には七宝山等の丘陵地が連なっています。三豊平野には、ため池が多数点

在し、観音寺市の地勢の大きな特色となっています。 

市の気候は、地勢と相まって「瀬戸内海気候区」に属し、比較的温暖で年間

を通じて降水量は少なく、平成27年「統計かんおんじ」によると、平成26年の

平均気温は15.1℃、年間降水量は1,034.5mmと日照時間数が多い気候特性をも

っており、渇水に見舞われることが多い反面、台風や梅雨前線等による風水害

の被害が少ない傾向にあります。  

災害対策基本法（昭和36年法律第223号）では、市町村は当該市町村におけ

る住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、地域に係る防災に関す

る計画を作成し、実施する責務を要するとされており、市町村長には災害が発

生するおそれがある場合等において、特に必要と認める地域の居住者等に対し

て、避難勧告等を発令する権限が付与されています。  

これらのことから本マニュアルでは、本市における自然災害のうち、河川の

洪水、土砂災害、津波及び高潮に伴う避難勧告等の発令基準や伝達方法等につ

いて整理するとともに、災害が発生する危険性が高まった場合に起こりうる災

害種別に対応したその避難勧告等を発令する区域を示しています。  

住民は、これらの情報を参考に適時・的確に避難行動を行う必要があること

から、日頃から周知を図っていきます。  

なお、本マニュアルにおける「避難」とは、災害から命を守るための行動で

あり、避難所への避難だけでなく、近隣の安全を確保できる場所に退避するこ

とや家屋内に留まって安全を確保することも「避難」の一つとします。各人が

観音寺市からの避難勧告等の発令を受けて、自らの判断で避難行動をとること

が重要となります。  
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第１ 避難勧告等  

１ 避難勧告等に係る類型  

居住者、滞在者その他の者（以下「居住者等」という。）が自然災害

ごとに、どのような状態の時に避難行動等を開始する必要があるかにつ

いては、関係機関から提供された情報、自ら収集した情報等を基に判断

することとなりますが、本市における居住者等に対する避難に係る発令

については、「避難準備（災害時要配慮者避難）情報」、「避難勧告」

及び「避難指示」（以下「避難勧告等」という。）の三類型とし、避難

勧告等に係る発令時等の状況及び居住者等に求める行動は、次表のとお

りとします。 

【三類型の避難勧告等一覧】 

類型 発令時の状況 
立ち退き避難が必要な  

居住者等に求める行動 

避難準備 

情  報 

・要配慮者等、特に避難行動に時  

間を要する者が避難行動を開

始しなければならない段階で

あり、人的被害の発生する可能

性が高まった状況  

・(災害時)要配慮者は、立ち退き避

難する。 

・立ち退き避難の準備を整えるとと

もに、以後の防災気象情報、水位

情報等に注意を払い、自発的に避

難を開始することが望ましい。

(避難準備情報の段階から主要な

指定緊急避難場所が開設され始

める。) 

・特に、他の水災害と比較して突発

性が高く予測が困難な土砂災害

については、避難準備が整い次

第、土砂災害に対応した開設済み

の指定緊急避難場所へ立ち退き

避難することが強く望まれる。 

避難勧告 

・通常の避難行動ができる者が避

難行動を開始しなければなら

ない段階であり、人的被害の発

生する可能性が明らかに高ま

った状況 

・予想される災害に対応した指定緊

急避難場所へ立ち退き避難する。

ただし、土砂災害や水位周知河川

中小河川・下水道(避難勧告発令

の対象とした場合)による浸水に

ついては、突発性が高く正確な事

前予想が困難であるため、指定緊

急避難場所の開設を終える前に、

避難勧告が発令される場合があ

ることに留意が必要である。 

・指定緊急避難場所への立ち退き避
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難はかえって生命に危険を及ぼ

しかねないと自ら判断する場合

には、「緊急的な場所」(近隣の

より安全な場所、より安全な建物

等)への避難や、少しでも生命が

助かる可能性の高い避難行動と

して、「屋内での安全確保措置」

(屋内のより安全な場所への移

動)をとる。 

避難指示 

・前兆現象の発生や、現在の切迫

した状況から、人的被害の発生

する危険性が非常に高いと判

断された状況  

・堤防の隣接地等、地域の特性等

から人的被害の発生する危険

性が非常に高いと判断された

状況  

・人的被害の発生した状況  

・避難の準備や判断の遅れ等によ

り、立ち退き避難を躊躇していた

場合は直ちに立ち退き避難する。  

・指定緊急避難場所への立ち退き避

難はかえって命に危険を及ぼし

かねないと自ら判断する場合に

は、近隣のより安全な建物等への

避難や、屋内でもより安全な場所

へ移動するなど、助かる可能性の

ある避難行動をとる。 

・津波災害から立ち退き避難する。 

※ 自然現象のため不測の事態等も想定されることから、避難行動は、計画

された避難場所等に避難することだけではなく、水害時など事態の切迫

した状況等に応じて、自宅や隣接建物の２階等に避難することもありま

す。  
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２ 避難勧告等に係る根拠法令等  

(１) 避難準備（要配慮者等避難）情報  

ア 避難準備（要配慮者等避難）情報については、法令による根

拠はなく、内閣府（防災担当）が策定している「避難勧告等の

判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」等を参酌し、観音寺

市地域防災計画に定めています。  

イ 事態の推移によっては避難勧告、さらには避難指示の発令が予

想されるため、本市から居住者等に避難のための準備を呼びかけ

るもので、避難行動要支援者等は避難を開始したり、その家族や

近隣者は当該避難のための支援行動を始めたりするためのもの

です。  

(２) 避難勧告  

ア 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条（市町村長の避

難の指示等）  

イ 避難勧告については、当該地域の居住者等に避難を強制するも

のではないが、居住者等がその「勧告」を尊重することを期待し

て、居住者等に避難のための立退きを勧め、又は促す行為です。  

(３) 避難指示  

ア 災害対策基本法第60条（市町村長の避難の指示等）及び水防法

(昭和24年法律第193号)第29条（立退きの指示）  

イ 避難指示については、被害の危険（河川の洪水など）が切迫し

ている場合等に発せられるもので、避難勧告よりも拘束力が強く

なり、居住者等に避難のための立退きを指示するものです。ただ

し、指示に従わなかった者に対しての強制措置までは行われない

ものです。  
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３ 避難勧告等の発令に参考となる情報 

観音寺市における警報・注意報基準 

警 報 

大雨 
浸水害 雨量基準 

平坦地:3時間雨量80㎜ 
平坦地以外:3時間雨量100㎜ 

土砂災害 土壌雨量指数基準 117 

洪水 

雨量基準 
平坦地:3時間雨量80㎜ 
平坦地以外:3時間雨量100㎜ 

流域雨量指数基準 
柞田川流域＝13 
財田川流域＝19 

複合基準 － 

指定河川洪水予報によ
る基準 

－ 

暴風 平均風速 
陸上 20ｍ/s 

海上 25ｍ/s 

暴風雪 平均風速 
陸上 20ｍ 雪を伴う 

海上 25ｍ 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 24時間降雪の深さ30ｃｍ 

波浪 有義波高 2.5ｍ 

高潮 潮位 2.6ｍ 

注意報 

大雨 
浸水害 雨量基準 

平坦地:3時間雨量50㎜ 
平坦地以外:3時間雨量70㎜ 

土砂災害 土壌雨量指数基準  85 

洪水 

雨量基準 
平坦地:3時間雨量50㎜ 
平坦地以外:3時間雨量70㎜ 

流域雨量指数基準 
柞田川流域＝10 
財田川領域＝15 

複合基準 － 

指定河川洪水予報によ
る基準 

－ 

暴風 平均風速 
陸上 12ｍ/s 

海上 15ｍ/s 

暴風雪 平均風速 
陸上 12ｍ 雪を伴う 

海上 15ｍ 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 24時間降雪の深さ10ｃｍ 

波浪 有義波高 1.5ｍ 

高潮 潮位 2.3ｍ 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

融雪  

濃霧 視程 
陸上 100ｍ 

海上 500ｍ 

乾燥 最少湿度35％で実効湿度60％ 

なだれ 
①積雪の深さ20ｃｍ以上あり降雪の深さ30ｃｍ以上 
②積雪の深さ 50㎝以上あり最高気温 8℃以上又はかなりの降雨※ 1 

低温 最低気温－4℃以下※ 2 

霜 晩霜期 最低気温3℃以下 

着氷  

着雪 
24時間降雪の深さ：20ｃｍ以上 
気温：－1℃～2℃ 

記録的短時間大雨情報 1時間雨量 90㎜ 

    ※ 1、※ 2 気温は高松地方気象台の値 
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第２ 水害  

１ 水位の名称  

(１) 氾濫危険水位  

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生ずる氾濫の起こるおそれ

がある水位であり、市町村長による避難勧告等の発令判断の目安と

なる水位 

(２) 避難判断水位  

住民に対し、氾濫発生の危険性についての注意喚起を開始する水位 

であり市町村長による避難準備情報の発令判断の目安となる水位  

(３) 氾濫注意水位（警戒水位）  

水防団の出動の目安となる水位で、概ね３年に１回程度発生する水  

位 (河川ごとに河川管理者 (大臣又は都道府県知事 )が設定 )  

(４) 水防団待機水位（通報水位）・（指定水位）  

水防団が招集され、待機する目安となる水位で、概ね年に５回から

10回程度発生する水位（河川ごとに河川管理者（大臣又は都道府県知

事）が設定）  

図：河川水位のイメージ（観音寺市総合防災マップから抜粋） 
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２ 判断基準等及び避難対象地区等  

(１) 避難勧告等の発令の判断基準等  

ア 水害時における避難勧告等の発令に当たっては、次表に示す河

川（知事の指定の河川）ごとの基準を基に、総合的に判断するこ

ととなりますが、この運用に当たっては、次に掲げる事項に留意

するものとします。  

(ア) 重要な情報については、情報を発表した気象官署、河川管理

者等との間で相互に情報交換すること。  

(イ) 想定を超える規模の災害が発生することや、想定外の事象が

発生することもあることから、関係機関との情報交換を密に行

いつつ、河川の上流部でどのような状況になっているか、暴風

域はどのあたりまで接近しているか、近隣で災害が発生してい

ないかなど、広域的な状況把握に努めること。  

(ウ) 堤防の異常等、巡視等により自ら収集する現地情報、レーダ

ー観測でとらえた強い雨の地域、避難行動の難易度（夜間や暴

風の中での避難）等、必ずしも数値等で明確にできないものも

考慮しつつ、総合的な判断を行うこと。  

(エ )  市内河川については、二級河川のうち財田川と柞田川、一

の谷川に水位観測所があるものの、それ以外の河川については

水位計がなく、目視による判断に頼るしかない。また、財田川

についても唯一、財田川の三豊市山本町長瀬橋観測所に氾濫危

険水位が設定されているものの市内観測所には避難判断水位、

氾濫危険水位を示す数値が設定されていない。ただし、財田川

「稲積橋観測所」、「江藤橋観測所」及び柞田川「木之郷橋観測

所」、「黒渕橋観測所」については、香川県から H.W.L(計画高

水位 )等の情報を得たので、判断基準として採用した。  

(オ ) 氾濫危険水位は、堤防高から過去の最大水位上昇量 (１時間

当たり )を減じた高さと H.W.L とを比較し低位の側を氾濫危険

水位とする。また、氾濫危険水位－最大水位上昇量 /2≒避難判

断水位とした。  

(カ ) 財田川、柞田川の他の観測所については、前述の４か所以外

には水防団待機水位、氾濫注意水位以上の設定がなされておら

ず、上流部の雨量等によって総合的に判断する必要がある。  
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【市内の二級河川】  

河川名  流路延長 (㎞ ) 流域面積 (㎢ ) 河川数 (含む支流 ) 

苧扱川  3.500 4.6 1 

財田川  32.513 155.5 24 

一の谷川  7.122 20.7 4 

柞田川  16.023 61.0 8 

唐井出川  5.380 5.3 1 

白坂川  2.900 5.5 2 

吉田川  3.691 5.3 1 

四方堂川  1.350 2.0 1 

 

 

【河川ごとの避難勧告等発令の判断基準】  

河川名  観測所名  避難準備情報 避難勧告  避難指示  

財田川  

長瀬橋  

２．２０ｍ(避難
判断水位)を観測
し、さらに水位の
上昇が見込まれ
るとき。 

２．５０ｍ (氾濫危
険水位 )を観測し、
更に水位の上昇が
見込まれるとき。  

水位が堤防天端高
に到達するおそれ
が 高 い と き ( 越
水・溢水のおそれ
があるとき又は決
壊や越流・漏水を
確認したとき )。  

江藤橋  

４．４０ｍ(避難
判断水位)を観測
し、さらに水位の
上昇が見込まれ
るとき。 

４．８０ｍ (氾濫危
険水位 )を観測し、
更に水位の上昇が
見込まれるとき。  

水位が堤防天端高
に到達するおそれ
が 高 い と き ( 越
水・溢水のおそれ
があるとき又は決
壊や越流・漏水を
確認したとき )。  

稲積橋  

３．４０ｍ(避難
判断水位)を観測
し、さらに水位の
上昇が見込まれ
るとき。 

３．９０ｍ (氾濫危
険水位 )を観測し、
更に水位の上昇が
見込まれるとき。  

水位が堤防天端高
に到達するおそれ
が 高 い と き ( 越
水・溢水のおそれ
があるとき又は決
壊や越流・漏水を
確認したとき )。  

稲積橋  

(流岡町字
五十石 ) 

１．６０ｍ(３．
４０ｍ－１．８０
ｍ(財田川本流と
の堤防高の差))
を観測し、さらに
水位の上昇が見
込まれるとき。 

２．１０ｍ (３．９
０ｍ－１．８０ｍ
(財田川本流との堤
防高の差 ))を 観測
し、更に水位の上
昇が見込まれると
き。  

水位が堤防天端高
に到達するおそれ
が 高 い と き ( 越
水・溢水のおそれ
があるとき又は決
壊や越流・漏水を
確認したとき )。  
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柞田川  

海老済  

１．６０ｍ(氾濫
注意水位)を観測
し、さらに水位の
上昇が見込まれ
るとき。 

設定数値なし。  設定数値なし  

有木  

水位観測所が、谷
底にあり、下流は
五郷ダムへの流
入影響のみのた
め、避難勧告等の
発令の必要なし。 

設定数値なし。  設定数値なし。  

落合  

１．８０ｍ(氾濫
注意水位)を観測
し、さらに水位の
上昇が見込まれ
るとき。 

設定数値なし。  設定数値なし。  

井関  

１．３０ｍ(氾濫
注意水位)を観測
し、さらに水位の
上昇が見込まれ
るとき。 

設定数値なし。  設定数値なし。  

丸井橋  

１．８０ｍ(氾濫
注意水位)を観測
し、さらに水位の
上昇が見込まれ
るとき。 

設定数値なし。  設定数値なし。  

木之郷橋  

２．５０ｍ(避難
判断水位)を観測
し、さらに水位の
上昇が見込まれ
るとき。 

２．９５ｍ (氾濫危
険水位 )を観測し、
更に水位の上昇が
見込まれるとき。  

水位が堤防天端高
に到達するおそれ
が 高 い と き ( 越
水・溢水のおそれ
があるとき又は決
壊や越流・漏水を
確認したとき )。  

黒渕橋  

２．８０ｍ(避難
判断水位)を観測
し、さらに水位の
上昇が見込まれ
るとき。 

３．４０ｍ (氾濫危
険水位 )を観測し、
更に水位の上昇が
見込まれるとき。  

水位が堤防天端高
に到達するおそれ
が 高 い と き ( 越
水・溢水のおそれ
があるとき又は決
壊や越流・漏水を
確認したとき )。  

一の谷川  

流岡橋  

２．００ｍ(氾濫
注意水位)を観測
し、さらに水位の
上昇が見込まれ
るとき。 

設定数値なし。  設定数値なし。  

豊橋  

２．８５ｍ(氾濫
注意水位)を観測
し、さらに水位の
上昇が見込まれ
るとき。 

設定数値なし。  設定数値なし。  

※避難準備情報の発令基準は、避難判断水位としています。避難判断水位は氾
濫危険水位から１時間当たりの最高水位上昇量の１ /２を減じた高さを設定し
ており、香川県から得た、１時間当たりの水位上昇量の１ /２を差引いた水位
とした。  
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イ 中小河川等における避難勧告等の発令  

      中小河川の水害時における避難勧告等の発令に当たっては、「中

小河川における避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を基に、消防

団等の巡視結果を踏まえ、避難勧告等の発令をします。また、この

運用に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとします。  

(ア ) 中小河川においては、水位計が設置されておらず、かがわ防

災Ｗｅｂポータルサイトで水位状況等を把握することが困難と

なるため、判断地点を巡視する消防団や各支所との連携を密に

すること。  

(イ ) 流域面積が小さく、降雨により急激に水位が上昇する場合が

あるため、避難準備情報の発令に至らず、避難勧告や避難指示

を発令する場合があること。  

(ウ ) 中小河川による浸水は局所的な現象であり、事前に市町村が

判断できる情報が少ないことから、住民等からの被害情報を入

手して避難勧告の発令の参考とする場合があること。  

【中小河川における避難勧告等発令の判断基準】  

河川名  避難準備情報  避難勧告  避難指示  

唐井出川  

市道旧国道柞田大野

原線河原井出橋の水

位が橋桁の底部から

1.0ｍに達し、さらに

水位上昇が見込まれ

るとき。  

市道旧国道柞田大野原

線河原井出橋の水位が

橋桁の底部から 0.5ｍ

に達し、さらに水位上

昇が見込まれるとき。  

市道旧国道柞田大野原

線河原井出橋の水位が

橋桁の底部に達し、さ

らに水位上昇が見込ま

れるとき。  

白坂川  

市道国道長谷線第一

白坂橋の水位が橋桁

の底部から 1.0ｍに

達し、さらに水位上

昇 が 見 込 ま れ る と

き。  

市道国道長谷線第一白

坂橋の水位が橋桁の底

部から 0.5ｍに達し、さ

らに水位上昇が見込ま

れるとき。  

市道国道長谷線第一白

坂橋の水位が橋桁の底

部に達し、さらに水位

上 昇 が 見 込 ま れ る と

き。  

吉田川  

市道国祐寺線梶谷橋

の水位が橋桁の底部

から 1.0ｍに達し、さ

らに水位上昇が見込

まれるとき。  

市道国祐寺線梶谷橋の

水位が橋桁の底部から

0.5ｍに達し、さらに水

位上昇が見込まれると

き。  

市道国祐寺線梶谷橋の

水位が橋桁の底部に達

し、さらに水位上昇が

見込まれるとき。  

苧扱川  

四方堂川  

大量の降雨により、

急激な水位上昇がみ

られ 2 時間程度で越

水のおそれがあると

き。  

大量の降雨により、急

激な水位上昇がみられ

１時間程度で越水のお

それがあるとき。  

堤防から越水または漏

水が始まったとき。  
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(２) 河川ごとの避難対象地区等  

河川ごとの避難所及び避難対象地区は、次表のとおりとしますが、

この運用に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとします。  

ア 重要な情報については、情報を発表した気象官署、河川管理者等

との間で相互に情報交換すること。  

イ 財田川における「避難対象地区」は、財田川が氾濫した場合にお

ける香川県が示した浸水想定区域及び標高等の地勢を踏まえて特

定したものであり、自然現象のため不測の事態等も想定されるため、

事態の進行・状況に応じて、避難勧告等の発令区域を適切に判断す

ること。  

ウ 「避難対象地区」特定の際に参考とした浸水想定区域図は、一定

規模の外力等を想定して作成されたもので、想定を上回る災害が発

生する可能性があることや、平均的な地盤高等を用いて計算されて

いるため、細かい地形が反映されていないこと等に留意すること。 

エ 財田川以外の柞田川、一の谷川及び中小河川の避難対象地区は平

成16年災害の浸水発生状況等を参考に設定したもので、そのときの

状況を上回ることも想定されるため、事態の進行・状況に応じて、

避難勧告等の発令区域を適切に判断すること。 
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【観測所毎の避難対象地区等】 

 
観測所名 

避 難 所 (緊 急 避 難 場

所) 
避難対象地区  

財

田

川 

長瀬橋 

下流の江藤橋、稲積橋

の水位変化により、避

難場所を検討する  

下流の江藤橋、稲積橋の水位変化により対

象地区を検討する。 

江藤橋 

高室小学校、高室公民

館、旧高室幼稚園、観

音寺中学校、観音寺第

一高等学校、観音寺中

央高等学校、観音寺中

央図書館、共同福祉施

設、働く婦人の家、コ

ミュニティ防災セン

ター、観音寺小学校

(校舎２階以上)、常磐

小学校、一ノ谷小学

校、一ノ谷公民館  

観音寺地区全域(茂木町一丁目～瀬戸町三

丁目)、高屋町(岡東、岡西、明下)、室本町

(新田、当免)、流岡町、村黒町、古川町、

吉岡町 

稲積橋 

高室小学校、高室公民

館、旧高室幼稚園観音

寺中学校、観音寺第一

高等学校、観音寺中央

高等学校、観音寺中央

図書館、共同福祉施

設、働く婦人の家、コ

ミュニティ防災セン

ター、観音寺小学校

(校舎２階以上) 

観音寺地区全域(茂木町一丁目～瀬戸町三

丁目)、高屋町(岡東、岡西、明下)、室本町

(新田、当免)、流岡町、村黒町  

柞

田

川 

海老済 

大野原福祉会館、旧萩

原小学校、萩のふるさ

と会館、天理教西香川

分教会 

海老済 

有木 

 水位観測局が谷底にあり、下流の五郷ダム

への流下影響のみであるため、避難の必要

な集落なし。 

落合 

大野原福祉会館、旧萩

原小学校、萩のふるさ

と会館、天理教西香川

分教会 

落合、井関 

井関 

大野原福祉会館、旧萩

原小学校、萩のふるさ

と会館、天理教西香川

分教会 

井関 



13 

 

丸井橋 

旧紀伊小学校、紀伊公

民館、粟井小学校、粟

井公民館、燧望苑  

木之郷町、粟井町(出晴)、大野原町丸井、

大野原町青岡 

木之郷橋 
市立総合体育館、百々

宮会館 

木之郷町、大野原町青岡 

黒渕橋 
柞田小学校、柞田公民

館、中部中学校  

昭和町三丁目、南町三丁目、柞田町(黒渕、

下出、北岡) 

一

の

谷

川 

流岡橋 

流岡公民館、地域支援

センターまるやま、一

ノ谷小学校、一ノ谷公

民館 

流岡町、吉岡町、古川町 

豊橋 

香川県三豊合同庁舎、

ふれあい文化センタ

ー、市営明星団地、観

音寺中央高校、共同福

祉施設、働く婦人の家 

観音寺地区(坂本町六丁目、坂本町七丁目、

明星町、駅通町、栄町一丁目、栄町二丁目 ) 

唐井出川 

大野原中央公民館、萩

の湯、大野原幼稚園、

大野原保育所  

大野原町大野原(屋敷上、屋敷中、屋敷下) 

白坂川 

豊浜総合体育館、豊浜

中学校、豊浜南部集会

所、豊浜保育所  

豊浜町和田浜(本町、東町)、豊浜町和田(道

溝) 

吉田川 

豊浜小学校、豊浜南部

集会所、豊浜幼稚園、

豊浜保育所 

豊浜町和田浜(中之町)、豊浜町和田(岡、直

場、大平木) 

苧扱川 

興昌寺山、高室小学

校、高室公民館、旧高

室幼稚園 

八幡町、高屋町(明下の県道丸亀詫間豊浜線

より南側)、室本町(東丸山団地、新田、当

免) 

四方堂川 豊浜西部集会所、  豊浜町箕浦(関谷) 
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３ 避難勧告等の伝達内容 

    水害時における避難勧告等の伝達内容については、次の例文を参考に、

事態の状況に応じた内容で伝達するものとします。 

    なお、同報系防災行政無線による避難勧告や避難指示等の緊急的な放

送については、より確実に伝達できるよう下表のとおり、まずサイレン

による警告音を鳴らします。 

【避難勧告等のチャイム及びサイレンパターン】 

内容 サイレン等パターン 

避難準備情報 

(チャイム音＋音声放送) 

「上り４音チャイム」×２回 

(音声放送後は「下り４音チャイム×１回」 

避難勧告 

(サイレン音＋音声放送) 

【吹鳴】   (休止)   【吹鳴】 

【５秒】   (６秒)   【５秒】 

避難指示 

(サイレン音＋音声放送) 

【吹鳴】 (休止) 【吹鳴】(休止) 【吹鳴】 

【３秒】  (２秒) 【３秒】(２秒) 【３秒】  

(１) 居住者等への伝達内容  

ア 「注意喚起」の伝達文例  

「こちらは、市役所です。○時○分現在、○○川の水位が（氾濫

注意水位、避難判断水位）の○○ｍに達し、水防警報が発表されま

した。今後の、防災行政無線や広報車など、市からの情報に御注意

ください。」  

イ 「避難準備（避難行動要支援者等避難）情報」の伝達文例  

「こちらは、市災害対策本部です。○○川の水位上昇に伴い、○

○地域の○○に避難準備情報を発令しました。○○川の近くにお住

まいの方で避難に時間がかかる方は、早めに避難を開始してくださ

い。その他の方も今後の状況に注意し、いつでも避難ができるよう

準備を始めてください。（そのほか、「昨夜からの大雨により、○

○時間後には○○川の水位が氾濫危険水位に達するおそれがあり

ます。」、「できる限り近所の方にも声をかけて避難してください。」

等）」  
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ウ 「避難勧告」の伝達文例  

「こちらは、市災害対策本部です。○○川の水位上昇に伴い、避

難勧告を発令しました。対象地域は、○○地域の○○です。直ちに

最寄りの避難所へ避難してください。開設避難所は○○です。（そ

のほか、「浸水により、○○道は通行できません。」、「○時間後

には○○川の水位が危険水位に達するおそれがあります。」、「で

きる限り近所の方にも声をかけて避難してください。」等）」  

エ 「避難指示」の伝達文例  

「こちらは、市災害対策本部です。○○川の水位上昇に伴い、避

難指示を発令しました。対象地域は、○○です。（堤防が決壊して）

（○○川が危険水位を突破して）、大変危険な状態です。直ちに最

寄りの避難場所へ避難してください。また、十分な時間がない方は

近くの安全な建物に避難してください。」  

また、居住者等が避難を開始する時点で、道路冠水やがけ崩れな

ど避難行動の支障となる状況がある場合は、その状況も併せて伝達

するものとし、できる限り簡潔な内容とするものとします。  

なお、浸水が既に始まっている場合において、居住者等が留意す

べき点として次の事項が挙げられるので、これらのことも考慮の上

で、伝達するものとします。  

(ア) 浸水深が50cmを上回る（膝上まで浸水が来ている）場所で

の避難行動は危険であること。また、流速が早い場合は、浸水

深が20cm程度でも歩行不可能であること。  

(イ) 用水路等への転落のおそれのある場所では、浸水深が道路上

10cm程度でも危険であること。  

(ウ) 浸水により避難所までの歩行等が危険な状態になった場合

には、生命を守る最低限の行動として、自宅や隣接建物の２階

等へ緊急的に避難するなどの行動をとること。  

(２) 要配慮者利用施設への伝達内容  

水防法第１５条第１項第４号ロの規定により、香川県が示す浸水想

定区域内にある要配慮者施設については、避難に係る時間をより多く

確保する必要があるため、氾濫注意水位及び避難判断水位の観測があ

った場合には、次の例文を参考に、事態の状況等に応じた内容に適宜

修正してＦＡＸ等により伝達するものとします。   
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ア 氾濫注意水位超過時の伝達文例  

「○月○日○時○分現在、○○川の水位が氾濫注意水位に達し、

洪水予報（氾濫注意水位到達情報）が発表されましたので、伝達し

ます。 

なお、今後避難準備情報等を発表する可能性がありますので、市

からの情報（防災行政無線、広報車、ＦＡＸ等）にご注意いただき

ますようお願いします。」  

イ 避難判断水位超過時の伝達文例  

「○月○日○時○分現在、○○川の水位が避難判断水位に達し、

洪水予報（避難判断水位到達情報）が発表されましたので伝達しま

す。  

なお、今後避難勧告等を発表する可能性がありますので、市から

の情報（防災行政無線、広報車、ＦＡＸ等）にご注意いただくとと

もに避難に時間がかかる方は避難してください。なお、開設してい

る避難所は○○です。」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

第３  土砂災害  

１  警戒情報等  

(１)  土砂災害警戒情報  

土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まっ

たとき（過去に香川県内で大規模土砂災害が発生したときの基準値

（雨量等）を２時間以内に超える見込みとなったとき）に、市町長

が避難勧告等を発令する際の判断や居住者等の自主避難の参考と

なるよう、香川県と高松地方気象台が共同で発表する防災情報です。  

また、土砂災害警戒情報は、降雨から予測可能な土砂災害のうち、

技術的に予測が困難である斜面の深層崩壊や地すべり等は、土砂災

害警戒情報の発表対象とはしておりません。  

なお、土砂災害危険箇所の無い地域は対象外です。  

(２)  香川県砂防情報システム  

雨量等の情報を基に、香川県から土砂災害の危険度に関しリアル

タイムで提供される情報システムで、市域の全域を１ｋｍ四方単位

に区切った区域の土砂災害危険度情報（パソコン画面で危険度に応

じて３色で表示される。）を監視し、警戒区域を確認するものです。  

ア  黄色（注意）  

過去の事例から、土砂災害が起こるおそれがある状況  

イ  橙色（警戒）  

過去に大きな災害が起こった基準値（雨量等）を２時間以内に超

過するおそれがある状況  

ウ  赤色（危険）  

過去に大きな災害が起こった基準値（雨量等）を超過した状況  
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（図：香川県砂防情報システムのイメージ）  

【香川県砂防情報システムＵＲＬ】  

URL http://www.pref.kagawa.lg.jp/kagawa2-saboSYS_4bousai/top.php  

パスワード dosya 

 

２  判断基準等及び避難対象地区等  

(１)  避難勧告等の発令の判断基準等  

土砂災害時における避難勧告等の発令に当たっては、次表の基準

を基に、直近の気象情報や土砂災害危険箇所の巡視情報等から、総

合的に判断することとしますが、この運用に当たっては、次に掲げ

る事項に留意するものとします。   

ア 重要な情報については、情報を発表した気象官署（高松地方気象

台ホットライン）、砂防関係機関（県土木部 河川砂防課：087‐

832-3543）等との間で相互に情報交換すること。  

イ  想定を超える規模の災害が発生することや、想定外の事象が発生

することもあることから、関係機関との情報交換を密に行いつつ、

暴風域がどのあたりまで接近しているか、近隣で災害や前兆現象が

発生していないか等、広域的な状況把握に努めること。  
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ウ  土砂災害の前兆現象等、巡視等により自ら収集する現地情報、レ

ーダー観測でとらえた強い雨の地域、避難行動の難易度（夜間や暴

風の中での避難）等、必ずしも数値等で明確にできないものも考慮

しつつ、総合的な判断を行うこと。 

【土砂災害の避難勧告等発令の判断基準】 

避難準備情報 避難勧告 避難指示 

・大雨警報(土砂災害)が発

表され、かつ土砂災害に

関するメッシュ情報「実

況又は予想で大雨警報

の土壌雨量指数基準に

到達」する場合  

・数時間後に避難経路等の

事前通行規制等の基準

に達することが想定さ

れる場合  

・大雨注意報が発表され当

該注意報の中で、夜間～

翌日早朝に大雨警報 (土

砂災害)に切り替える可

能性が言及されている

場合 

・強い降雨を伴う台風等が

夜間から明け方にかけ

て接近・通過することが

予想される場合  

・土砂災害警戒情報が発表

された場合 

・大雨警報(土砂災害)が発

表され、かつ土砂災害に

関するメッシュ情報の

「予想で土砂災害警戒

情報の基準に到達」する

場合 

・大雨警報(土砂災害)が発

表されている状況で、記

録的短時間大雨情報が

発表された場合 

・土砂災害の前兆現象(湧

水・地下水の濁り、渓流

の水量の変化等)が発見

された場合 

・土砂災害警戒情報が発表

され、かつ土砂災害に関

するメッシュ情報の「実

況で土砂災害警戒情報

の基準に到達」した場合  

・土砂災害警戒情報が発表

されており、さらに記録

的短時間大雨情報が発

表された場合  

・土砂災害が発生した場合  

・山なり、流木の流出が確

認された場合  

・避難勧告等による立ち退

き避難が十分でなく、再

度、立ち退き避難を住民

に促す必要がある場合  
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(２)  土砂災害における避難対象地区等  

土砂災害警戒情報が発表された地域に含まれる次表の地域につ

いて発令するものとします。  

【土砂災害における避難対象地区等】  

避難所  避難対象地区  

避難対象地区に近接する避難所を

開設することを基本とするが、開設

時には土砂災害の影響範囲等を総合

的に判断して決定する。  

香川県砂防情報システムにおいて発表され

た土砂災害危険度情報が赤色「危険」を示す

区域に位置する自治会、あるいは当該区域に

位置する土砂災害危険箇所内の民家を対象と

する。  

（※5km メッシュ地区名対応表や 1km メッシ

ュ地区名対応表を参照）  
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３  避難勧告等の伝達内容  

土砂災害時における避難勧告等の伝達内容については、次の例文を参

考に、事態の状況等に応じた内容に適宜修正して伝達するものとします。 

なお、同報系防災行政無線による避難勧告や避難指示等の緊急的な放

送については、より確実に伝達できるよう下表のとおり、まずサイレン

による警告音を鳴らします。 

【避難勧告等のチャイム及びサイレンパターン】 

内容 サイレン等パターン 

避難準備情報 

(チャイム音＋音声放送) 

「上り４音チャイム」×２回 

(音声放送後は「下り４音チャイム×１回」 

避難勧告 

(サイレン音＋音声放送) 

【吹鳴】   (休止)   【吹鳴】 

【５秒】   (６秒)   【５秒】 

避難指示 

(サイレン音＋音声放送) 

【吹鳴】 (休止) 【吹鳴】(休止) 【吹鳴】 

【３秒】  (２秒) 【３秒】(２秒) 【３秒】  

また、居住者等が避難を開始する時点で、道路冠水やがけ崩れなど避

難行動の支障となる状況がある場合は、その状況も併せて伝達するもの

とし、できる限り簡潔な内容とするものとします。  

(１)  「注意喚起」の伝達文例  

「こちらは、市役所です。○時○分に、観音寺市（○○地区・○

○地区）に土砂災害警戒情報が発表されました。（○○地区で災害

が発生する雨量などの基準値を超えました。）  

防災行政無線や広報車など、今後の情報に御注意ください。  

対象地域は（○○地区：○○○）です。」  

(２) 「避難準備（災害時要配慮者等避難）情報」の伝達文例  

「こちらは、市災害対策本部です。土砂災害が発生するおそれが

あるため、本日（○月○日）○時○分に○○地区に対して避難準備

情報を発令しました。お年寄りの方など避難に時間がかかる方は、

直ちに避難してください。開設している避難所は○○です。その他

の方も避難の準備を始めてください。」  
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(３) 「避難勧告」の伝達文例  

「こちらは市災害対策本部です。土砂災害が発生する危険性が高

まっているため、本日（○月○日）○時○分に○○地区に対して避

難勧告を発令しました。直ちに避難してください。開設している避

難所は○○です。  

また、できる限り近所の方にも声をかけて避難してください。」  

(４) 「避難指示」の伝達文例  

「こちらは、市災害対策本部です。近隣で土砂災害が発生してお

り、大変危険な状態であるため、本日（○月○日）○時○分に○○

地区に対して避難指示を発令しました。非常に危険な状況となって

いるため、直ちに避難してください。開設している避難所は○○で

す。また、十分な時間がない方は近くの堅牢で安全な建物に避難し

てください。」  

また、土砂災害の避難について、住民が留意すべき点として次の

事項が挙げられるので、これらのことも考慮の上で、伝達内容とす

るものとします。  

(ア) 避難所へ避難する際は、他の土砂災害危険箇所内の通過は避

けること。土石流に関しては、渓流の流れに対して直角方向に

向かって非難し、できるだけ渓流から離れること。また、渓流

を渡って対岸に避難することは、できる限り避けることなどに

留意すること。 

(イ) 避難所への避難が困難な場合には、生命を守る最低限の行動

として、周囲の建物より高い建物（鉄筋コンクリート等の堅固

な構造物）の２階以上（斜面と反対側の部屋）に避難すること

を心掛けること。 
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第４ 津波災害  

１  判断基準等及び避難対象地区等  

(１)  避難勧告等の発令の判断基準等  

津波による被害から市民の生命、身体の安全を確保するため、次の

基準により迅速かつ的確に避難勧告等を発令します。ただし、津波

警報等の発表に先立って、津波が到達することもあることから、強

い地震（震度４以上）又は長時間のゆっくりとした揺れを感じた場

合は、速やかに避難勧告等の発令を検討します。  

また、我が国から遠く離れた場所で発生した地震による津波のよ

うに到達までに相当の時間があるものについては、状況に応じて判

断することとします。  

 

【津波の避難勧告等発令の判断基準】  

避難準備情報  避難勧告  避難指示  

・香川県に津波注意報が発

表されたとき。  

・その他災害対策本部長が

必要と判断したとき。  

 

 

 

 

・ 強い地震（震度４以上）

又は長時間のゆっくりし

た揺れを感じ、かつ、香

川県に津波警報が発表さ

れたとき。  

・ その他災害対策本部長が

必要と判断したとき。  

 

・強い地震によって海岸 

・河川の堤防が液状化

等により破壊され、通

常の朔望平均海面より

低下し、海水が地上に

浸水する可能性がある

とき。  

・その他災害対策本部長

が 必 要 と 判 断 し た と

き。  
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【市民等の基本的な避難行動】  

区 分 市民等の基本的な行動  

津波注意報発表時  

（レベル１）  

・堤外地（海岸と堤防との間の土地）にいる市民

及び観光客等は、迅速に海岸付近から退避する。  

・沿岸地域の市民等は、海岸付近に近付かないよ

うにする。  

・市及び報道機関等からの情報を収集する等、迅

速に緊急避難ができるよう警戒体制を図る。  

津波警報  

発表時  

地震の揺れを伴わ

ない場合（遠地で

の地震の場合）  

（レベル２）  

強い地震又は長時

間のゆっくりとし

た揺れを伴った場

合  

（レベル３）  

・避難対象地域内の市民等は、原則として、津波

浸水予測地域外の避難所、緊急避難場所、公園、

広場又は高台等の安全な場所（地域）等へ迅速

に避難する。 

地震の強い揺れによる液状化等

により、海岸、河川の堤防が破壊

され海水の浸水が発生する可能

性があるとき。 

・避難対象地域内の市民等は、直ちに、津波浸水

予測地域外の避難所、緊急避難場所または、津

波避難ビルへ避難する。  

 

(２)  津波における避難対象地区等  

津波における避難対象地区は、津波が発生した場合に浸水が想定さ

れる地区全域になります。  

なお、津波からの避難に当たっては、津波浸水が予測される地区

の外へ短時間で避難することが必要であることから、津波浸水が予

測されていない高台へ避難を呼びかけるものとします。   

ただし、避難に時間を要する方や要配慮者等については、近接す

る津波避難ビルや周辺の３階建て以上の建築物への緊急避難を呼

びかけるものとします。  
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【津波における避難対象地区等】  

避難対象地区  緊急避難場所  

観音寺地区全域 

琴弾山、興昌寺山、観音寺小学校

(校舎２階以上)、主要地方道観音

寺佐野線昭和橋歩道、旧観音寺競

輪場、田代マンション(階段、踊り

場)、市営明星団地(階段、踊り場)、

市営下津団地(階段、踊り場)、観

音寺中学校、琴弾荘、観音寺信用

金庫本店６階大会議室、香川県三

豊合同庁舎、(一財)阪大微生物研

究所瀬戸センター(管理棟３階研

修ホール、９階講堂)、コミュニテ

ィ防災センター 

高屋町(明下) 高室小学校、高室公民館 

室本町(西条、新田、当免) 蓮光院、興昌寺山、観音寺中学校  

柞田町(下出、黒渕、山田) 中部中学校、柞田小学校 

伊吹町の沿岸部 伊吹小学校・中学校  

大野原町花稲(干拓) 柞田小学校 

豊浜町和田浜の沿岸部(東町、港町) 
豊浜中学校、 

豊浜総合体育館、豊浜小学校  

豊浜町姫浜の沿岸部(東浜) 
豊浜中学校、 

豊浜総合体育館、豊浜小学校  

豊浜町箕浦の沿岸部 (大平木、関谷、箕浦) 
高松自動車道豊浜SA(上り線職員

駐車場) 
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２  避難勧告等の伝達内容  

津波時における避難勧告等の伝達内容については、まず、香川県津波

予報区内に津波警報及び大津波警報が発表されると、(1)のとおり全国

瞬時通報システム（J-ALERT）による自動放送が行われます。この場

合において、本市は、当J-ALERTによる自動放送を以て、避難勧告等

を発令したこととみなします。 

その後、状況に応じて(2)のとおり避難勧告等の発令を行うものとし

ます。  

また、日本から遠く離れた場所で発生した地震による津波のように、

到達までに相当の時間があるものについては、避難勧告等の判断基準に

達する以前に津波の到達予想時刻等の情報を入手できることがありま

す。その場合には、早期の段階からそれらの情報を踏まえつつ、確実な

避難勧告等に係る対応等を実施することが必要となります。  

 (１)  J-ALERTの自動放送による伝達内容  

ア 「避難勧告」の伝達文例  

「こちらは、市災害対策本部です。香川県に津波警報が発表さ

れました。津波が到達する恐れがありますので沿岸部や川沿いか

ら離れてください。」  

イ 「避難指示」の伝達文例  

「こちらは、市災害対策本部です。先ほどの地震によって、○

○付近の海岸、河川堤防が損壊し、陸上に浸水が起こっておりま

す。直ちに、琴弾山へ避難を行ってください。急激に浸水が増加

するので、沿岸部や川沿いの方はできる限り遠くへ離れ、高台等

の安全な場所に避難してください。」   

(２)  市長の意思決定を踏まえた避難勧告等の伝達内容  

         津波災害時における避難勧告等の伝達内容については、次の例

文を参考に、事態の状況に応じた内容で伝達するものとします。 

          なお、同報系防災行政無線による避難勧告や避難指示等の緊急

的な放送については、次表のとおりとし、より確実に伝達できる

よう、まずサイレンによる警告音を鳴らした後音声放送を行うも

のとします。 
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【避難勧告等のチャイム及びサイレンパターン】 

内容 サイレン等パターン 

避難準備情報 

(チャイム音＋音声放送) 

「上り４音チャイム」×２回 

(音声放送後は「下り４音チャイム×１回」 

避難勧告 

(サイレン音＋音声放送) 

【吹鳴】   (休止)   【吹鳴】 

【５秒】   (６秒)   【５秒】 

避難指示 

(サイレン音＋音声放送) 

【吹鳴】 (休止) 【吹鳴】(休止) 【吹鳴】 

【３秒】  (２秒) 【３秒】(２秒) 【３秒】  

 

ア 「注意喚起」の伝達文例  

「こちらは、市災害対策本部です。○時○分ごろ、観音寺市沿岸

に津波が到達するという予想が発表されました。沿岸部や川沿いか

ら離れてください。」  

イ 「避難準備情報」の伝達文例  

「こちらは、市災害対策本部です。○時○分に、香川県に津波注

意報が発表されました。海岸付近の方は注意してください。（その

ほか「お年寄りの方など避難に時間がかかる方は直ちに高台へ避難

してください。」等）」  

ウ 「避難勧告」の伝達文例  

「こちらは、市災害対策本部です。津波警報の発表に伴い○時○

分に避難勧告を発令しました。津波が到達する恐れがありますので、

沿岸部や川沿いの方は、できる限り遠くへ離れ、高台等の安全な場

所に直ちに避難してください。また、自動車での避難はおやめくだ

さい。渋滞で動けなくなります。（津波は繰り返し襲ってくるため、

警報が解除されるまで安全な場所から離れないでください。）」   

エ 「避難指示」の伝達文例  

「こちらは、市災害対策本部です。先ほどの地震によって、○○

付近の海岸、河川堤防が損壊し、陸上に浸水が起こっております。

直ちに、琴弾山や付近の津波避難ビルへ避難を行ってください。」  
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また、住民が留意すべき点として次の事項が挙げられるので、こ

れらのことも考慮の上で、伝達内容とするものとします。  

(ア ) 強い地震（震度４以上）又は長時間のゆっくりとした揺れを

感じたときは、津波警報や避難指示を待たず、直ちに避難する

こと。  

(イ) 強い揺れによって堤防等の防潮機能が損壊したことを発見

した場合は避難指示を待たずに、直ちに避難すること。  

(ウ) 津波警報や避難指示は、避難した先で確認し、避難行動を継

続するかどうかの判断材料とすること。  
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第５ 高潮災害 

  １ 避難勧告等発令の判断基準の基本的考え方 

    避難勧告等の対象とする高潮災害は、台風、又は低気圧の接近に伴う

気圧低下により海水の吸上げや、強風による海水の吹寄せによって海水

面が上昇します。このため、基本的には台風や発達した温帯低気圧の接

近・通過時とし、その対象地域は甚大な被害を受けた平成16年台風16

号の浸水域とします。ただし、昭和29年の「洞爺丸台風」で出現した既

往最高潮位3.06ｍを考慮し、判断する必要があります。 

    高潮災害が予想される状況下においては、台風等の接近に伴い風雨が

強まり、避難が困難になる場合が多いことから、台風の暴風域に入る前

に暴風警報又は、暴風特別警報の発表等により、要配慮者のみならず、

対象地域のすべての住民が、避難行動をとる必要があることから、はじ

めから避難勧告の発令を行うこと基本とします。 

    高潮警報は、潮位が警報基準に達すると予想される約３～６時間前に

発表されることから、避難行動に要する時間により余裕を持たせるため

に、台風情報や強風注意報を判断材料として、避難勧告に先立ち早い段

階での避難準備情報を発令することがあります。 

    避難勧告等の判断基準の設定は、高潮警報の発表を基準に、避難のた

めの準備や移動に要する時間を考慮した、立ち退き避難を想定して設定

するものとします。 

   【避難勧告等の対象とする高潮災害】 

ケース 命を脅かす危険性のある事象  

ケース１ 
高潮時の波浪が海岸堤防を越え、海岸堤防に隣接する家屋等  

を直撃する場合 

ケース２ 
高潮高が海岸堤防等の高さを大きく超え、広い範囲で深い浸 

水が予想される場合 

 

   【立ち退き避難が必要な住民に求める避難行動の考え方】 

情報区分 命を脅かす危険性のある事象  

避難準備 

情  報 

・気象情報に注意を払い、立ち退き避難の必要について考  

える。 

・立ち退き避難が必要と判断する場合は、その準備をする。 
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・要配慮者は、立ち退き避難を行う。 

避難勧告 ・立ち退き避難を行う。 

避難指示 
・避難勧告を発令した地域のうち、立ち退き避難しなかっ  

た者が立ち退き避難を行う。 

 

２ 避難勧告等の判断 

    避難勧告等の判断基準は、防災気象情報に基づいて判断するものとし、

平成１６年台風１６号の浸水域を基本に、既往最高潮位を斟酌して設定

するものとする。 

危険地域 平成１６年台風１６号による高潮災害被災地域(潮位:TP+2.9m) 

 

立ち退き 

避難対象 

地 区 

 

地  区  立ち退き避難対象地区 (()は自治会表示 ) 

室本町 室本町(西条、北条) 

観音寺地区 観音寺町の一部(大和町、中新町)、有明町、西本町

一丁目、西本町二丁目、港町一丁目、港町二丁目、

琴浪町、瀬戸町一丁目、瀬戸町二丁目  

豊浜町 姫浜(東浜)、和田浜(中之町、港町、東町)、和田(岡

の一部)、箕浦(関谷、堀切) 

避難場所 立ち退き避難の対象地区以外の緊急避難場所及び２階等の垂直避難 

避難準備 

情 報 

次に該当する場合に発令するものとする  

① 台風の上陸のおそれ又は接近に伴い、台風の勢力経路等の情報 

により高潮による被害が発生することが予想され、かつ強風注意

報が発令され、警報に切り替える可能性が言及される場合に発令

するものとする。  

避難勧告 

次のいずれか１つに該当する場合に発令するものとする。 

① 高潮警報又は高潮特別警報が発表された場合  

② 高潮注意報が発表され、当該注意報を夜間から翌日早朝までに

警報に切り替える可能性が言及される場合  

③ 高潮注意報が発表されており、当該注意報を警報に切り替える

可能性が言及され、かつ暴風警報又は暴風特別警報が発表された

場合 

④ 特別警報に相当する台風が接近し、上陸２４時間前に、気象庁

から特別警報発表の可能性がある旨、府県気象情報や記者会見等

により周知された場合。 
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避難指示 

次のいずれかの１つに該当する場合に発令するものとする。 

① 潮位が高潮警報潮位を越えた場合 

② 海岸堤防の倒壊の発生 

③ 水門、陸閘等の異常 

④ 異常な越波・越流の発生  

避難勧告 

等の解除 

当該地域の高潮警報等が解除された段階を基本として解除するもの

とする。なお、浸水被害が発生した場合の解除については、住宅地

等の浸水が解消した段階を基本として解除するものとする。 

 

防災情報 

入 手 先 

 

提供元  提供サイト  項目  

気象庁 ホームページ 

防災情報提供システム 

気象:気象情報、気象注意報・警報・ 

  特別警報 

潮位:潮位観測情報(観音寺港) 

香川県 かがわ防災Webポー

タル 

潮位:テレメータ潮位  

観音寺港 

危険潮位 警報発表基準 注意報発表基準 既往最高潮位 

TP+2.6m TP+2.6m TP+2.3m TP+3.06m 

助言を求め 

る専門機関 

気象・潮位に関すること  高松地方気象台ホットライン  

              

潮位に関すること     香川県土木部河川砂防課  

             087‐832‐3543 
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高潮警報 

及び高潮 

に係る特 

別警報の 

取扱い 

高潮警報 

 ① 潮位が警報基準に達すると予想される約３～６時間前に予想

最高潮位及びその予想時刻とともに発表される。 

高潮特別警報  

 ① 伊勢湾台風クラス(中心気圧 930hPa以下等)の台風等により、

これまで経験したことのないような高潮になることが予想さ

れ、最大級の警戒を要することを呼びかけるもの。 

 ② 特別警報クラスの台風の襲来が予想されるときには、上陸２

４時間前に、気象庁から特別警報発表の可能性がある旨、府県

気象情報や記者会見により周知される。 

 ③ 特別警報発表の判断は、台風上陸１２時間前に行われ、その

時点で発表済みの高潮警報が、特別警報として発表されるその

時点で高潮警報が発表されていない場合でも、台風が近づくに

従い潮位が警報基準に達すると予想される約３～６時間前のタ

イミングで高潮特別警報が発表される。 

 ④ 判断基準を基本としつつも、今後、暴風等により避難が困難

となることを想定して、早めの避難準備情報、避難勧告を発令

するようにするものとする。  

高潮の  

特 性 

 高潮被害は、台風が、香川県を直撃又は香川県の西側のコースを 

経路とする場合に発生しやすい特性がある・ 
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３ 避難勧告等の伝達内容 

     高潮災害時における避難勧告等の伝達内容については、次の例文を参

考に、事態の状況に応じた内容で伝達するものとします。 

     なお、同報系防災行政無線による避難勧告や避難指示等の緊急的な放

送については次表のとおりとし、より確実に伝達できるようサイレンに

よる警告音を鳴らした後音声放送を行うものとします。 

【避難勧告等のチャイム及びサイレンパターン】 

内容 サイレン等パターン 

避難準備情報 

(チャイム音＋音声放送) 

「上り４音チャイム」×２回 

(音声放送後は「下り４音チャイム×１回」 

避難勧告 

(サイレン音＋音声放送) 

【吹鳴】   (休止)   【吹鳴】 

【５秒】   (６秒)   【５秒】 

避難指示 

(サイレン音＋音声放送) 

【吹鳴】 (休止) 【吹鳴】(休止) 【吹鳴】 

【３秒】  (２秒) 【３秒】(２秒) 【３秒】  

 

(１) 居住者等への伝達内容  

ア 「注意喚起」の伝達文例  

「こちらは、市役所です。大型の台風○○号が日本列島に接近し、

高潮災害の危険性が予想されます。防災行政無線や広報車など、今

後の情報にご注意ください。」  

イ 「避難準備（避難行動要配慮者等避難）情報」の伝達文例  

「こちらは、市災害対策本部です。台風○○号の上陸のおそれが

あり高潮災害の危険性が予想されるため、○時○○分、○○地区○

○に避難準備情報を発令しました。 

○○地区〇○にお住まいの方で避難に時間がかかる方は、早めに

避難を開始してください。その他の方も今後の状況に注意し、いつ

でも避難ができるよう準備を始めてください。 

なお、避難場所は〇○○を開設しています。  

ウ 「避難勧告」の伝達文例  
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「こちらは、市災害対策本部です。高潮警報(または高潮特別警報)

が発表され、浸水被害の可能性が高まっているため、○時○○分、

○○地区○○に高潮災害に関する避難勧告を発令しました。 

○○地区○○にお住まいの方は、速やかに避難を開始してくださ

い。外出が危険な場合は、屋内の高い所に避難してください。 

なお、避難場所は、○○○を開設しています。 

エ 「避難指示」の伝達文例  

「こちらは、市災害対策本部です。高潮被害が発生するおそれが

あるため、○時○○分、○○地区○○に高潮災害に関する避難指示

を発令しました。 

未だ避難していない方は、最寄りの高い建物等へ直ちに避難してくだ

さい。外出が危険な場合は屋内の高い所に避難するなど、最低限の安

全確保を行ってください。 

なお、避難場所は、○○○を開設しています。 
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第６  避難勧告等の伝達方法  

避難勧告等の伝達については、次に示す情報伝達手段を有効に活用し、速

やかに居住者等に情報伝達を行うものとします。  

１ 同報系防災行政無線(※１)  

２ エリアメール、緊急速報メール  

３ ホームページ  

４ ホッとメール 

５ CATV行政チャンネルL字テロップ放送  

６ 防災情報メール 

７ 広報車・消防車両  

８ 電話  

９ ファックス  

※１ 中小河川における避難勧告等の発令や土砂災害における避難勧

告・避難指示の発令については、地域を限定して放送することとします。 

 

 

第７  運用に係る留意事項  

本マニュアルは、適切な避難勧告等を発令・伝達するため、避難勧告を発

令する場合の判断基準や住民への伝達方法などについて、現時点での知見に

基づき取りまとめたものであり、今後の河川に関する情報体制の整備、土砂

災害特別警戒区域の指定、実際の避難行動からの反省等により、適切な時期

に見直すものとします。  

したがって、実際の避難勧告等の発令に際しては、本マニュアルのほか、

現場の状況、気象情報及び雨量データ等を基に、状況に応じ適切な避難勧告

等の発令・伝達に努めることとします。  

なお、高潮災害については、現在、香川県が定めた観音寺港検潮所におけ

る注意報基準潮位がＴＰ+2.30ｍ、警報基準潮位ＴＰ+2.60ｍに設定されて

いるものの、危険潮位及び浸水想定区域図が定められていないため本マニュ

アルに掲載していませんが、香川県において明確な基準等が確定次第、本マ

ニュアルに掲載することとし、それまでの間については、水害及び津波災害

における判断・伝達基準等を総合的に勘案の上、準用するものとします。  
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資 料 編  

 用 語 集  

 

あ行  

エリアメール 

気象庁が配信する緊急地震速報や、地方公共団体が発信する災害・避難情

報などを受信することができるＮＴＴドコモの携帯電話向けサービスです。

対象エリアにいる利用者に限定して配信するため、輻輳の影響を受けないと

されています。  

同様のサービスを他社も行っており、ａｕの災害・避難情報・緊急速報メ

ール、ソフトバンクの緊急速報メールなどがあります。  

 

 

か行  

かがわ防災Ｗｅｂポータルサイト 

香川県下の様々な防災情報を閲覧できるサイトです。 

〈http://www.bousai-kagawa.jp/〉  

 

既往最高潮位  

潮位に関する用語で、各検潮所で、潮位の観測開始から現在までの期間に

記録された最高の潮位です。 

 

記録的短時間大雨情報 

数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測(地上の雨量 

計による観測)したり、解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分

析：解析雨量)したりしたときに、各地の気象台が発表します。その基準は、

1 時間雨量歴代 1 位または 2 位の記録を参考に、概ね府県予報区ごとに決め

ています。この情報は、大雨警報発表時に、現在の降雨がその地域にとって

災害の発生につながるような、稀にしか観測しない雨量であることをお知ら

せするために発表するもので、大雨を観測した観測点名や市町村等を明記し

ています。 

http://www.bousai-kagawa.jp/
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さ行  

災害時要配慮者 

これまでよく使われていた、「災害時要援護者」というかわりに、平成 25

年６月の災害対策基本法の改正から使われるようになった言葉で、高齢者、

障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する人を「要配慮者」といい、その

うち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難する

ことが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要

するものを「避難行動要支援者」ということになりました。  

 

視程 

水平方向における見通せる距離です。方向によって見通せる距離が異なる

場合は，最小の距離をいいます。視程観測では、目標物を決めておくことが

多く、たとえば距離のわかっている樹木や建物を使用します。目標物の大き

さは、視角で 0.5°以上５°未満が標準です。 

 

指定河川洪水予報 

河川の増水やはん濫などに対する水防活動の判断や住民の避難行動の参  

考となるように、気象庁は国土交通省または都道府県の機関と共同して、あ

らかじめ指定した河川について、区間を決めて水位または流量を示した洪水

の予報を行っており、香川県下では「土器川」と「香東川水系香東川」が指

定されています。 

  

浸水想定区域 

浸水想定区域図とは、 平成１７年に改正された水防法第 14 条に基づき、

洪水予報河川及び避難判断水位への水位の到達情報を通知および  周知する

河川（水位周知河川）において、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図る

ため、河川整備の基本となる降雨により 河川がはん濫した場合に浸水が想定

される区域を指定し、想定される水深と併せて図示したものです。  

 

 

 

 



38 

 

深層崩壊  

山崩れ・がけ崩れなどの斜面崩壊のうち、すべり面が表層崩壊（厚さ

0.5-2.0m 程度の表層土が、表層土と基盤層の境界に沿って滑落する比較的規

模の小さな崩壊）よりも深部で発生し、表土層だけでなく深層の地盤までも

が崩壊土塊となる比較的規模の大きな崩壊現象をいう。きっかけは長時間の

降雨などとさています。 

土砂災害の形態を表す言葉に、がけ崩れ・地すべり・土石流などがあるが、

深層崩壊・表層崩壊は崩壊の形態を表す用語です。 

 

全国瞬時通報システム(Ｊ-ＡＬＥＲＴ) 

通信衛星と市町村の同報系防災行政無線や有線放送電話を利用し、緊急情

報を住民へ瞬時に伝達するシステムです。対処に時間的余裕がない大規模な

自然災害や弾道ミサイル攻撃等についての情報を、「国から住民まで直接瞬時

に」伝達することができるという点が J-ALER の最大の特長です。住民に早期

の避難や予防措置などを促し被害の軽減に貢献することが期待されており、

導入により地方公共団体の危機管理能力が高まるとされてます。 

 

 

た行  

高潮特別警報 

台風等による海面の異常上昇に関する特別警報。原則として都道府県単位

で発表されます。 

 

土壌雨量指数 

降った雨が土壌にどれだけ貯まっているかを雨量データから指数化した  

ものです。地表面を５㎞四方の格子(メッシュ)に分けてそれぞれの格子で計

算します。  

 

テレメータ潮位 

水防活動を迅速かつ的確に行うために、港湾潮位などの情報を自動的に収

集することを目的とした潮位観測システムです。 
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な・は行 

平均風速 

「風速（または平均風速）」は、観測までの 10 分間の平均風速を示します。

「瞬間風速」は、ある瞬間の風速を示します。「瞬間風速」は、「（平均）風速」

の 1.5 倍から３倍程度に達することがあります。 

 

暴風警報 

風の強さに関する用語で、風速が 20ｍ/ｓ以上 30ｍ/ｓ未満の風が予想さ 

れる場合に発表されます。 

 

暴風特別警報 

数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧によって暴風が吹くと  

予想される場合に発表される特別な警報で、既にいくつかの発表例がありま

す。運用開始後当面の間は、原則として都道府県単位で発表されます。  

 

防災情報メール 

携帯電話やスマートフォン、パソコン等で事前登録しておけば、高松地方

気象台が発表する気象警報・注意報や土砂災害警戒情報等、市町が発令する

避難勧告等の情報がメール配信されます。 

外出先でもメールで防災情報が受け取れる便利なサービスです。ぜひ、登録

を済ませて、皆さまの災害に対する備えや実際の避難などにお役立てくださ

い。 

   

 

 

 

 

 

 

 

右の「ＱＲコード読取」から登録できます  
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ホッとメール 

携帯電話などのメール機能を利用して、観音寺市のさまざまな情報を配信

するサービスで、平成 19 年 7 月 2 日から開始しています。 避難情報や学校

情報、イベントや育児に関することなど、利用者が希望する項目を選択・登

録すれば必要な情報を得ることができます。 

                           

 

 

ま・や行 

有義波高 

２０分程度の時間内に観測された波を、高いものから順にその 1/3 を選ん

で、それらの波の平均波高と平均周期を自分の波高および周期とする波を有

義波と呼ぶ。この定義から 1/3 最大波と呼ぶことがあります。有義波の波高・

周期は、熟練した観測者が目視観測で報告してくる波高・周期に対応するよ

うに決められたもので、複雑な形状をもつ海洋の波浪の簡便な表現法として

広く用いられています。天気予報等で通常用いられるのも有義波の波高・周

期です。 

 

 

ら・わ行 

 

陸閘 

河川等の堤防を通常時は生活のため通行出来るよう途切れさせてあり、増

水時にはそれをゲート等により塞いで暫定的に堤防の役割を果たす目的で設

置された施設の呼称です。 

 

 

 

 

右の「ＱＲコード読取」から登録できます  
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流域雨量指数 

河川の流域に流域雨量指数とは、河川の流域に降った雨水が、どれだけ下

流の地域に影響を与えるかを、これまでに降った雨(解析雨量)と今後数時間

に降ると予想される雨(降水短時間予報)から、流出過程と流下過程の計算に

よって指数化したものです。 

 大雨によって発生する洪水災害（河川の増水、はん濫など）は、流下して

くる雨水の量が多いほど発生の可能性が高く、かつ、上流の降雨が下流に集

まるまでの時間差も考慮しなければなりません。流域雨量指数は、これらを

踏まえた新たな指標として、各地気象台が発表する洪水警報・注意報発表基

準に使用しています。  

 

流路延長  

河川に関する用語で水源から河口までの距離をいいます。一般には水源の

代わりにはっきりした水路になっている地点が始点として採用されています。 

 

流域面積 

流域面積と河川の流量・水量は比例する関係にあります。（実際には、降水

量などの気候に左右される）。したがって、河川規模を示す指標としては「長

さ」よりも適切な場合が多いとされています。 

 

 

アルファベット  

Ｈ．Ｗ．Ｌ 

計画高水位(Ｈ．Ｗ．Ｌ)は、計画高水流量が河川改修後の河道断面を流下

するときの水位です。 この水位は、堤防や護岸などの設計の基本となる水位

です。この水位を上回る超過洪水では、堤防が危険な状態になることを意味

します。 

 

ＴＰ  

   ＴＰ(東京湾平均海面)は全国の標高の基準となる海水面の高さです。 海面 

 は風や月、太陽の動きによってたえず変動していますが、長い年月連続的に

観測（験潮）し、その平均をとると一定の高さを示します。これを平均海面

といいます。東京湾中等潮位とも呼ばれています。 

  高潮の危険潮位ＴＰ+2.6ｍの場合は、東京湾平均海面から 2.6ｍ潮位が上

がり、海抜 2.6ｍの高さまで達することを指しています。 


