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5.3.2 その他の河川の維持管理に関する事項 

(1) 危機管理体制の構築・強化 

防災情報の活用、広域防災ネットワーク・情報ネットワークの構築等、ソフト対策の充実

を図り、自助・共助・公助が連携した危機管理対策プランを推進するため、水防連絡会、洪

水予報連絡会及び出前講座など様々な機会を通じて積極的に情報発信を行います。 

 

1) 防災情報の活用 

洪水・高潮及び内水等による被害を最小限にとどめるには、地域住民及び自治体等の受

け手の判断・行動に役立つ情報の整備とともに、それを確実に伝えるための体制づくりが

必要です。このため、国や県などが観測した水文データや映像等、防災情報の充実と共有

化を図るため、必要に応じて河川空間監視カメラの増設、危険度ﾚﾍﾞﾙを表示した量水計や

回転灯の設置、沿川全自治体との光ファイバーの整備などに努めます。 

自治体及び地域住民に対して発信する情報は、リアルタイム映像と水位・雨量データを

組み合わせるなど、受け手側が直感的に理解できるような表示内容や方法になるよう充実

を図ります。 

洪水、高潮時に地域住民等が的確に行動できるよう、避難等に関する情報の伝達に関し

て、関係機関との連携の強化を図ります。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.5 九州川 標
かわしるべ

プロジェクト※における８つの取組内容と 

ピクトグラムを用いたわかりやすいデザインの工夫（筑後川水系での設置事例） 

※住民にとってわかりにくいと言われている河川情報を分かりやすく迅速に提供し、情報の共有化

を図ることで、流域住民の安全・安心に繋げる取り組み 
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