
令和２年「大隅地域の県管理河川
における水防災意識社会再構築協議会」

議 事 次 第
１ 開 会
２ 議 事

（１）危機管理型水位計の設置・運用等について
（２）簡易型河川監視カメラの設置について
（３）ホットラインの運用状況について
（４）過去の浸水実績について
（５）防災・減災，国土強靱化のための緊急対策について
（６）マイ・タイムラインについて
（７）取組状況のフォローアップについて
（８）防災気象情報の改善（気象台より）

３ 閉 会



「水防災意識社会再構築協議会」開催経緯
●第１回協議会（平成29年４月28日）

・協議会の趣旨について
・規約（案）について

●第２回協議会（平成30年３月27日）
・規約改定（案）について
・取組方針（案）について

洪水浸水想定区域図等のリスク情報の周知について
危機管理型水位計の整備について

・今後のスケジュールについて
●第３回協議会（平成30年11月29日）

・水位周知河川の新たな指定について
・水害タイムラインの作成について
・危機管理型水位計の設置について
・取組状況のフォローアップについて

●第４回協議会（令和元年５月24日）
・危機管理型水位計の設置について
・「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画の改定について
・取組状況のフォローアップについて



（１）危機管理型水位計の設置・運用等
について







既10,新20
合計30

水系名 河川名

1 肝属川 肝属川 福留橋

2 高須川 高須川 大宮橋

3 重田橋

4 堂園橋

5 本城川 本城川 今川原橋 既設

6 河崎川 河崎川 沖田橋

7 小谷川 小谷川 高松橋

8 東串良町 東串良町 肝属川 塩入川 柏原橋

9 荒瀬川 波見橋

10 境川 第２論地橋

11 広瀬川 小田川 官場橋

12 久保田川 石踊川 石踊橋

13 大根占町 神ノ川 神ノ川 水流川合流 既設

14 麓川 麓橋

15 雄川 鶴園橋

16 根占町 雄川 雄川 北之口橋 既設

17 佐多町 郡川 郡川 郡橋

18 庄内川 堤橋

19 横市川 畠中橋

20 浜田橋

21 川崎橋

22 霜月田橋 既設

23 前田橋 既設

24 大隅町 市柴橋 既設

25 前川 前川 石踊橋 既設

26 安楽川 安楽川 上門橋 既設

27 有明町 菱田川 菱田川 田尾橋 既設

28 持留川 﨑園橋 既設

29 田原川 田原橋

30 菱田川 菱田川 菱田橋

肝属川

菱田川菱田川

大淀川

大淀川 大淀川

雄川

志布志市
志布志町

大崎町 大崎町
田原川

垂水市 垂水市

錦江町

南大隅町

曽於市
末吉町

鹿屋市

危機管理型水位計設置河川  一覧表

備　　考番号 市町村名
【旧】

市町村名

河川名

肝属川

設置箇所
橋梁名

肝付町

鹿屋市

高山町

内之浦町

田代町

財部町

串良川



危機管理型⽔位計の⽔位情報について

１．河川砂防情報システムのTOP画面

既存の水位情報をクリックする

3．⽔位グラフ

2．⽔位一覧表
水位一覧表画面「危機管理型水位情報」を既存の一覧表に追加。



（２）簡易型河川監視カメラの設置について



河川砂防情報システムでの表示イメージ
（既存の監視カメラの画面：本城川）



簡易型河川監視カメラの設置予定について

既存の河川監視カメラに加えて，河川の状況をよりリアルタイムに把握し，地域
の方の避難に活用していたくために簡易型河川監視カメラを設置します。
設置箇所の選定においては，下記項目を総合的に勘案し，３箇所を設置予定
・水位計の設置状況
・近年の浸水被害
・沿川の住宅などの資産状況
・洪水時に河川情報を伝えるホットラインを行う河川 等

設置予定箇所に関して，ご意見等があれば事務局までご連絡ください。

河川名 観測所名 箇所 備考

本城川 今川原橋 垂水市高城 既設カメラ

雄川 北之口橋 南大隅町根占川南 既設カメラ

神ノ川 水流川合流 錦江町神川 簡易型

菱田川 菱田橋
志布志市有明町野井倉

（大崎町との境）
簡易型

前川 石踊橋 志布志市志布志町帖 簡易型

河川監視カメラ設置（予定）箇所



（３）ホットラインの運用状況について



○水害リスク等を踏まえたホットラインの運用

避難勧告等の発令の判断を
支援するため，河川管理者
から市町村長等へ河川の水
位状況等を直接電話等で伝
える仕組み

二級河川 本城川（垂水市）
平成30年３より運用開始

建設部長等市町村長等



本城川今川原橋観測所（垂水市）で，令和元年７月
３日１２時５０分に，氾濫危険水位「3.30m」を超過
「3.39m」したことからホットラインを実施。
大隅地域振興局河川港湾課長 → 垂水市総務課長

○ホットラインの運用状況

今後も，水位周知河川のある垂水市，南大隅町と連
携を図っていく。



（４）過去の浸水実績について



○浸水実績の県ホームページでの公表
浸水実績については，水害危険性の周知を図ることを目的として，市町村や

住民等に，平常時から地域にどのような水害が発生する可能性があるのか理
解していただき，水害時の的確な避難につなげるため資料提供を行っていま
すが，さらにより多くの県民の方々への情報共有を図るため，これまで把握し
ている浸水実績について，県ホームページで公表しています。

県ホームページ公表階層
ホーム > 社会基盤 > 河川・砂防 > 水防 > 過去の浸水記録～浸水実績～

串良川（鹿屋市） 庄内川・溝之口川（曽於市）



（５）防災・減災，国土強靱化のための
緊急対策について







河川における洪水時の危険性に関する緊急対策（河道掘削）状況

甫木川（鹿屋市）

塩入川（東串良町）



河川における洪水時の危険性に関する緊急対策（河道掘削）状況

※上記の外，県単河川等防災事業でも寄洲除去を実施している

【概算実績】（令和２年５月末現在）

水系名 河川名 市町 大字 掘削量（m3） 水系名 河川名 市町 大字 掘削量（m3）

雄川 雄川 南大隅町 根占川北 17,300 肝属川 和田川 肝付町 高山町波見 1,500

肝属川 甫木川 鹿屋市 串良町甫木 4,300 肝属川  荒瀬川外（波見川） 肝付町 高山町波見 1,100

肝属川 塩入川 東串良町 川東 600 肝属川  肝付本城川外（境川） 肝付町 高山町新富外 1,400

肝属川 高山川 肝付町 高山町新富 4,000 広瀬川 津房川 肝付町 内之浦町北方 1,300

肝属川 串良川 鹿屋市 串良町細山田 6,300 大淀川 大淀川 曽於市 末吉町深川 7,400

肝属川 姶良川 鹿屋市 吾平町上名 2,700 大淀川 溝之口川 曽於市 財部町下財部 6,200

肝属川 大姶良川外 鹿屋市 永野田町外 4,000 田原川 田原川 曽於郡 大崎町西井俣 7,900

本城川 本城川 垂水市 高城 3,000 田原川 持留川 曽於郡 大崎町持留 7,100

肝属川 肝属川 鹿屋市 上祓川町 3,500 菱田川 菱田川 曽於市 末吉町岩崎 1,400

広瀬川 小田川 肝付町 内之浦町南方 5,300 菱田川 菱田川 志布志市 有明町蓬原 9,200

郡川 郡川 南大隅町 佐多郡 1,400 菱田川 月野川 曽於市 大隅町月野 800

島泊川外

（大泊川）
南大隅町 島泊外 1,100 菱田川 二瀬元川 曽於市 大隅町須田木 2,100

雄川 麓川 錦江町 田代麓 1,600 安楽川 安楽川 志布志市 志布志町安楽 8,500

神ノ川 錦江町
大根占神川

(池田)
3,200 前川 前川 志布志市 志布志町帖 6,700

肝属川 苫野川 鹿屋市 吾平町上名 6,300



（６）マイ・タイムラインについて



「マイ・タイムライン」に関しては，
水防担当者会議等で（一財）河川
情報センターから説明を行う予定
でしたが，新型コロナウィルスの影
響で開催が出来ませんでした。

開催が可能と判断された際に改
めて案内をします。

開催が可能となった後は，各市
町において地域住民対象の説明
会の開催について検討していただ
き，最終的には，地域住民自らが
作成できるよう進めていただきた
い。

マイ・タイムラインの詳細については，
別添資料参照



（７）取組状況のフォローアップについて

詳細については，別添資料（１），（２）参照



（８）防災気象情報の改善（気象台より）

詳細については，別添資料（３）参照


