平成 30 年 4 月 25 日
国土交通省九州地方整備局
大隅河川国道事務所

平成 30 年

5月1日

肝属川水系の洪水情報を
で配信します！

から開始

平成３０年５月１日から、肝属川水系（国が管理する肝属川・串良川・
高山川・姶良川）において、河川氾濫のおそれがある（氾濫危険水位を超
えた）情報、及び、河川氾濫が発生した情報を、携帯電話に「緊急速報メ
ール」で一斉配信します。
これまでは流域市町村や報道機関等を通じて洪水情報を配信していまし
たが、より迅速な避難行動に役立てていただくため、直接当該地域にいる
方へ緊急速報メールでも配信することにしました。
【配信エリア】
鹿児島県鹿屋市、肝属郡肝付町、肝属郡東串良町
【配信対象】
配信エリア内の携帯電話等（『NTT ﾄﾞｺﾓ』、『KDDI・沖縄ｾﾙﾗ
ｰ』、『ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（ﾜｲﾓﾊﾞｲﾙ含む）』）
【関連する防災情報】
川の防災情報： パソコンから http://www.river.go.jp/
スマートフォンから

http://www.river.go.jp/s/

肝属川浸水想定区域図（大隅河川国道事務所ＨＰ）：
http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/contents/bosai
/kimotsuki/flood.html

【利用料金】無料

！ 緊急速報

×

緊急速報
河川氾濫のおそれ
○○川の○○（○○市）付近で水位が
上昇し、避難勧告等の目安となる「氾
濫危険水位」に到達しました。堤防が
壊れるなどにより浸水のおそれがあり
ます。
防災無線、テレビ等で自治体の情報を
確認し、各自安全確保を図るなど、適
切な防災行動をとってください。
本通知は、九州地方整備局より浸水の
おそれのある市町村に配信しており、
対象地域周辺においても受信する場合
があります。
(国土交通省)

【洪水情報の配信イメージ】

【留意事項】
・携帯電話事業者毎の基地局等の関係から、配信エリアに隣接する市町村の一部においても緊急速報メー
ルが送信されることがあります。
・携帯電話等の電源が入っていない場合や、圏外、電波状況の悪い場所、機内モード時、通話中、パケッ
ト通信中の場合は受信することができません。
・ご利用の機種により、緊急速報メールに対応していない場合があります。
・緊急速報メールを受信するために、受信設定が必要な場合（対応機種等）があります。
詳細は、各携帯電話事業者のホームページをご確認ください。（『緊急速報メール 設定』等で検索）

※詳細は別紙及び参考資料をご覧ください。
【お問い合わせ先】国土交通省九州地方整備局 大隅河川国道事務所
技術副所長
末吉 正志
調査第一課長 山村 昭一郎
ＴＥＬ：0994－65－2541（代表）

配信する情報について

別紙

○洪水情報のプッシュ型配信について
国土交通省では、洪水時に住民の主体的な避難を促進するため、洪水情報のプッシュ型配信に取り
組んでいます。
「プッシュ型配信」とは、受信者側が要求しなくても発信者側から情報が配信される仕組みです。

○配信内容及びタイミング
緊急速報メールは、水防法に基づき実施する洪水予報のうち、氾濫危険情報（レベル４）及び氾
濫発生情報（レベル５）の発表時に配信します。
※氾濫危険情報（レベル４）は、河川の水位が氾濫危険水位を超え、いつ氾濫してもおかしくな
い状態になった場合に発表します。
段階

配信内容

配信タイミング

①

河川氾濫のおそれがある情報

対象河川の基準観測所の水位が氾濫危険水位（レベル４）に到達し、
氾濫危険情報が発表された時
氾濫が発生した情報

②-Ⅰ

（河川の水が堤防を越えて流
れ出ている情報）

対象河川で河川の水が堤防を越える事象（越水）が発生した時

氾濫が発生した情報

②-Ⅱ

(堤防が壊れ河川の水が大量
に溢れ出している情報)

対象河川で堤防が壊れ（破堤）、河川の水があふれ出る事象が発生した時

○配信例
！

緊急速報
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緊急速報
河川氾濫のおそれ
○○川の○○（○○市）付近で水位が上昇
し、避難勧告等の目安となる「氾濫危険水
位」に到達しました。堤防が壊れるなどに
より浸水のおそれがあります。
防災無線、テレビ等で自治体の情報を確認
し、各自安全確保を図るなど、適切な防災
行動をとってください。
本通知は、九州地方整備局より浸水のおそ
れのある市町村に配信しており、対象地域
周辺においても受信する場合があります。
(国土交通省)

①河川氾濫のおそれ

！

緊急速報

×

緊急速報
河川氾濫発生
○○川の○○市○○地先（左岸、東側）付近で河
川の水が堤防を越えて流れ出ています。
防災無線、テレビ等で自治体の情報を確認し、各
自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとって
ください。
本通知は、九州地方整備局より浸水のおそれのあ
る市町村に配信しており、対象地域周辺において
も受信する場合があります。
(国土交通省)

！

緊急速報

×

緊急速報
河川氾濫発生
○○川の○○市○○地先（左岸、東側）付近で堤
防が壊れ、河川の水が大量に溢れ出しています。
防災無線、テレビ等で自治体の情報を確認し、各
自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとって
ください。
本通知は、九州地方整備局より浸水のおそれのあ
る市町村に配信しており、対象地域周辺において
も受信する場合があります。
(国土交通省)

②-Ⅰ 河川氾濫発生

②-Ⅱ 河川氾濫発生

（河川の水が堤防を越えて流れ出
ているとき）

（堤防が壊れ、河川の水が大量に
溢れ出している時）

○水位危険度レベルと配信タイミング

イメージ

（参考）水位危険度レベルと求める行動の段階
水位危険度レベル

水位

求める行動の段階

レベル５

氾濫の発生以降

氾濫水への警戒を求める段階

レベル４

氾濫危険水位以上

いつ氾濫してもおかしくない状態
避難等の対応を求める段階

レベル３

避難判断水位以上

避難準備などの警戒を求める段階

レベル２

氾濫注意水位以上

氾濫に対する注意を求める段階

レベル１

水防団待機水位以上

水防団が体制を整える段階

（参考）対象観測所及び基準水位
肝属川

肝属川

下流区間

上流区間

水位観測所名

俣瀬

氾濫危険水位

河川名

串良川

高山川

姶良川

王子橋

豊栄

高山橋

姶良橋

５．００

４．２０

４．９０

６．４０

５．５０

避難判断水位

４．７０

３．７０

４．４０

５．１０

５．００

氾濫注意水位

３．８０

２．５０

３．７０

４．６０

３．７０

水防団待機水位

２．８０

１．９０

２．１０

３．３０

２．３０

鹿屋市

鹿屋市

東串良町

東串良町

肝付町

肝付町

配信対象
自治体

鹿屋市
東串良町
肝付町

鹿屋市

鹿屋市

※水位については、『川の防災情報』で１０分毎に最新の情報を確認できます。
※『川の防災情報』は、パソコン・携帯電話等で閲覧可能
パソコンから http://www.river.go.jp/ スマートフォンから http://www.river.go.jp/s/

○水位観測所受持区間

位置図

肝属川水系の水位観測所とその水位レベルの適用範囲（受持区間）は下図の通りです。

大隅河川国道事務所では肝属川水系の浸水想定区域図（下図）を公表しています。
自治体のハザードマップ等に利用されていますので、自治体のホームページ等で状況確認してい
ただき、『緊急速報メール』受信時の迅速な避難行動に役立てていただければと思います。

大隅河川国道事務所 HP 浸水想定区域図：
http://www.qsr.mlit.go.jp/osumi/contents/bosai/kimotsuki/flood.html

参考資料（本省記者発表資料）
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