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国⼟交通省 Cバンドレーダ⾬量より

人吉（気）

えびの（気）

三角（気）

人吉（気）

※ 強降⾬域は予測より緑川流域等北側に ※ 強降⾬域は予測よりえびの市等南側に

令和元年度の出水状況（降雨の状況）

○6⽉29⽇6時から30⽇6時の24時間⾬量
◇気象台予測（6⽉29⽇5時36分時点）

・熊本県の多いところ 200ミリ
◇実績⾬量

・⼈吉地点（気象台） 20.0ミリ
・三⾓地点（気象台） 161.0ミリ

○6⽉30⽇6時から1⽇6時の24時間⾬量
◇気象台予測（6⽉29⽇5時36分時点）

・熊本県の多いところ 300 400ミリ
◇実績⾬量

・⼈吉地点（気象台） 139.0ミリ
・えびの地点（気象台） 485.0ミリ

国⼟交通省 Cバンドレーダ⾬量より
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国⼟交通省 Cバンドレーダ⾬量より

人吉（気）

都城（気）

鹿屋（気）

※強降⾬域は予測より都城市等南側に

令和元年度の出水状況（降雨の状況）

○7⽉3⽇12時から7⽉4⽇12時の24時間⾬量
◇気象台予測（7⽉3⽇11時34分時点）

・熊本県の多いところ 300ミリ
◇実績⾬量

・⼈吉地点（気象台） 72.0ミリ
・都城地点（気象台） 210.5ミリ
・⿅屋地点（気象台） 193.0ミリ
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令和元年度の出水状況と対応状況

⼋代河川国道事務所が防災体制を発令した回数：９回（平成30年度：13回、平成29年度：24回）
氾濫危険⽔位を超過した出⽔：０回（平成30年度：１回、平成29年度：０回）
氾濫注意⽔位を超過した出⽔：１回（平成30年度：１回、平成29年度：０回）

⼋代河川国道事務所が防災体制を発令した回数：９回（平成30年度：13回、平成29年度：24回）
氾濫危険⽔位を超過した出⽔：０回（平成30年度：１回、平成29年度：０回）
氾濫注意⽔位を超過した出⽔：１回（平成30年度：１回、平成29年度：０回）

観測所名 ⽔防団
待機⽔位

氾濫注意
⽔位

避難判断
⽔位

氾濫危険
⽔位

計画
⾼⽔位

最⾼⽔位
（令和元年） 既往最⾼⽔位

⽉⽇ 時刻 ⽔位 年⽉⽇ ⽔位
多良⽊ 2.00 3.50 3.60 3.70 4.44 7/13 22:40 2.72 H5.9.3 3.53
⼀武 3.50 4.30 4.40 4.50 5.68 7/13 23:10 4.03 S57.7.25 4.32
⼈吉 2.00 3.00 3.20 3.40 4.07 7/13 22:50 2.70 S57.7.25 4.60
渡 5.00 6.00 7.60 8.70 11.33 7/13 23:10 7.04 S57.7.25 11.00

⼤野 6.50 8.00 10.90 12.20 14.81 7/13 23:40 10.38 S57.7.25 14.73

萩原 2.00 3.50 3.60 3.80 5.36 7/14 1:50 2.51 S57.7.25 4.23

警戒レベル（7/13 14） １ ２ ３ ４ ５

避難情報等 早期注意
情報

洪⽔注意報
⼤⾬注意報

避難準備・
⾼齢者等避難開始

避難勧告
避難指⽰（緊急） 災害発⽣情報

洪⽔に関する情報
●球磨川氾濫注意情報
（渡・⼤野⽔位観測所で
氾濫注意⽔位に到達）

⼟砂災害に関する情報
●⼟砂災害警戒情報
（⼈吉・錦・球磨・相良・あさぎり・
芦北・多良⽊・湯前・⼭江）

避難指⽰（緊急） なし なし

避難勧告 なし ⼈吉・錦・球磨・相良・あさぎり・
多良⽊・湯前

避難準備・
⾼齢者等避難開始 なし 芦北・⼭江
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危機管理型水位計・簡易型監視カメラの設置状況

既設の⽔位観測所12箇所、CCTVカメラ36箇所
危機管理型⽔位計・・・53基設置（平成30年度）
簡易型監視カメラ・・・23基設置（令和元年度）
川の⽔位情報 https://k.river.go.jp/ にて公開

既設の⽔位観測所12箇所、CCTVカメラ36箇所
危機管理型⽔位計・・・53基設置（平成30年度）
簡易型監視カメラ・・・23基設置（令和元年度）
川の⽔位情報 https://k.river.go.jp/ にて公開

川の⽔位情報Webページの表⽰画⾯

CCTV
危機管理型⽔位計（平成30年度設置）
簡易型監視カメラ（令和元年度設置）

※CCTVカメラと簡易型河川監視カメラのアイコンは同じ
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危機管理型水位計・簡易型監視カメラ（閲覧方法）

「川の水位情報」閲覧方法 パソコン： https://k.river.go.jp スマートホンからも
見ることが出来ます

↓平常時は１日１回の観測

水防団待機水位程度まで増水すると10分観測
↓ に切り替わります。

氾濫開始水位が堤防天端高→

危機管理型水位計 水位データ

危機管理型水位計
（老神排水樋管）

簡易型河川監視カメラ
（紅取橋下流）

簡易型河川監視カメラ画像
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YouTubeによるリアリティーのある河川映像の伝達

8

整備局名 対象河川 カメラ数
配信

開始日

北海道開発局
13水系14河川

（天塩川水系天塩川他）
14

令和元年
8月16日

近畿地方整備局
9水系15河川

（由良川水系由良川他）
16

令和元年
6月17日

中国地方整備局
2水系4河川

（高梁川水系高梁川他）
4

令和元年
7月31日

四国地方整備局
1水系2河川
（肱川水系）

4
令和元年
10月31日

九州地方整備局 20水系74河川 310
令和２年
6月5日

YouTubeによる河川ライブ映像配信

■現在配信中のYouTubeサイト

北海道開発局 近畿地方整備局

中国地方整備局

九州地方整備局四国地方整備局【太田川】【高梁川】

○ 九州管内の直轄河川２０水系において新たにYouTubeによる河川ライブ映像の配信を開始。

○ 住民に対して各河川の状況についてリアリティーのある映像を伝達。

ライブ

【試験配信中】九州地方整備局 球磨川映像
【Live動画】

八代河川国道事務所HPの上記バナーより
ご覧いただけます。

URL：http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/
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令和２年度の危険箇所について

○ 洪水予報観測所が受け持つ区域で、各箇所毎に氾濫の起こる恐れのある水位として

危険水位（はん濫危険水位）を設定します。

○ 箇所毎の危険水位から洪水予報観測所の一連区間で最も低い水位を定めた箇所の

ことです。

危険箇所とは

水位
観測所

地区名 場所
CCTV
カメラ

萩原① 中津道地区 右岸 25k800 14.鎌瀬橋

萩原②

萩原地区 右岸 7k600 36.古麓

豊原地区 左岸 6k800 9.豊原

大野

神瀬下地区 右岸 35k400 15.箙瀬

箙瀬（下）地区 左岸 34k800 15.箙瀬

水位
観測所

地区名 場所
CCTV
カメラ

渡 小川地区 右岸 53k400 24.小川合流点

人吉

宝来町地区 右岸 60k400 26.薩摩瀬

九日町地区 右岸 61k600 27.人吉橋

一武 深田地区 左岸 75k400 31.明廿橋

多良木 川瀬地区 左岸 79k000 32.川瀬橋

危険箇所付近の状況について、八代河川国道事務所HPより以下のCCTVカメラ映像
をご覧いただくことができます。 URL：http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/
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市房ダム

洪水予報【萩原】
0/000～26/100

洪水予報【大野】
26/100～42/800

洪水予報【渡】
42/800～57/600

洪水予報【人吉】
57/600～66/600

洪水予報【一武】
66/600～76/200

洪水予報【多良木】
76/200～91/800

萩原水位観測所
【右岸6/700】

大野水位観測所
【右岸39/860】 人吉水位観測所

【左岸62/170】

多良木水位観測所
【左岸84/130】

水防警報【萩原】
0/000～26/100

水防警報【多良木】
76/200～91/800

0/000

26/100

42/800

57/600

66/600

76/200

91/800

0/000

四浦水位観測所
【左岸15/400】

国管理2/400

荒瀬ダム

球磨川水防警報・洪水予報指定区間と危険箇所・カメラ設置箇所位置図

幸野ダム

瀬戸石ダム

危険箇所【宝来町地区】
右岸60/400（Ｂ）

危険箇所【神瀬下地区】
右岸35/400（Ａ、重点）

危険箇所【箙瀬下地区】
左岸34/800（Ａ、重点）

危険箇所【萩原地区】
右岸7/600（Ｂ）

危険箇所【豊原地区】
左岸6/800 (HWL)

危険箇所【小川地区】
右岸53/400（Ａ、重点）

渡水位観測所
【左岸52/640】水防警報【大野】

26/100～42/800

水防警報【渡】
42/800～57/600

洪水予報【人吉】
57/600～66/600

水防警報【一武】
66/600～76/200

危険箇所【中津道地区】
右岸25/800（Ａ、重点）

1
2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18 19
20

21
22

23 24

25

26

28

27

29

30

31

32

33

34

令和２年４月現在
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危険箇所【深田地区】
左岸75/400（HWL）

危険箇所【川瀬地区】
左岸79/000 (B)

球磨川ライブカメラ一覧表

観測所名 位置 受け持ち区間

萩原 6k660   0k000～26k100 2.00 3.50
① 3.60
② 4.40

① 3.80
② 4.70

5.36
 ① 八代市坂本町を対象
 ② 八代市全域を対象

大野 39k860 26k100～42k800 6.50 8.00 10.90 12.20 14.81

渡 52k640 42k800～57k600 5.00 6.00 7.60 8.70 11.33

人吉 62k170 57k600～66k600 2.00 3.00 3.20 3.40 4.07

一武 68k710 66k600～76k200 3.50 4.30 4.40 4.50 5.68

多良木 84k100 76k200～91k800 2.00 3.50 3.60 3.70 4.44

計　画
高水位

備　考
基準観測所の設定水位 水防団

待機水位
氾　濫

注意水位
避難判断

水　位
氾　濫

危険水位

No. 河川名 左右 距離標 地名、箇所名
1 前川 右 2k350 熊本県八代市蛇篭町（水辺プラザ）付近

2 前川 右 3k300 熊本県八代市本町（前川橋）付近

3 前川 左 4k900 熊本県八代市麦島東町（新前川堰下流）付近

4 球磨川 左 1k000 熊本県八代市水島地先付近

5 球磨川 左 4k320 熊本県八代市植柳新町（南川分流）付近

6 球磨川 右 5k850 熊本県八代市麦島東町（球磨川堰下流）付近

7 球磨川 右 6k300 熊本県八代市萩原町（新萩原橋）付近

8 球磨川 右 6k570 熊本県八代市萩原町（萩原観測所）付近

9 球磨川 左 7k200 熊本県八代市渡町（球磨川河川緑地）付近

10 球磨川 左 12k680 熊本県八代市坂本町横石（横石観測所）付近

11 球磨川 左 18k140 熊本県八代市坂本町藤本地先付近

12 球磨川 右 21k070 熊本県八代市坂本町（葉木橋）付近

13 球磨川 左 24k400 熊本県八代市坂本町中津道西鎌瀬地先付近

14 球磨川 左 25k220 熊本県八代市坂本町中津道（鎌瀬橋）付近

15 球磨川 左 35k350 熊本県葦北郡芦北町箙瀬地先付近

16 球磨川 右 37k630 熊本県球磨郡球磨村神瀬（神瀬橋）付近

17 球磨川 右 38k200 熊本県葦北郡芦北町白石地先付近

18 球磨川 左 39k870 熊本県葦北郡芦北町天月（大野観測所）付近

19 球磨川 右 41k000 熊本県葦北郡芦北町告漆口（大瀬橋）付近

20 球磨川 右 41k850 熊本県葦北郡芦北町告鎌瀬地先付近

21 球磨川 右 45k650 熊本県球磨郡球磨村一勝地淋地先付近

22 球磨川 右 47k890 熊本県球磨郡球磨村一勝地（球磨橋）付近

23 球磨川 右 52k630 熊本県球磨郡球磨村渡（肥薩線第二橋）付近

24 球磨川 右 53k400 熊本県球磨郡球磨村渡（小川合流点）地先付近

25 球磨川 左 57k000 熊本県人吉市中神町（紅取橋）付近

26 球磨川 右 59k700 熊本県人吉市相良町（西瀬橋）付近

27 球磨川 右 61k380 熊本県人吉市上青井（人吉橋）付近

28 球磨川 右 62k170 熊本県人吉市七日町（水の手橋）付近

29 球磨川 右 66k270 熊本県球磨郡錦町京峰（川辺川合流点）付近

30 球磨川 右 68k680 熊本県球磨郡錦町木上（一武観測所）付近

31 球磨川 右 75k460 熊本県球磨郡あさぎり町深田（明廿橋）付近

32 球磨川 左 78k850 熊本県球磨郡あさぎり町須恵（川瀬橋）付近

33 球磨川 左 84k130 熊本県球磨郡多良木町（多良木観測所）付近

34 川辺川 右 2k300 熊本県球磨郡相良村柳瀬（柳瀬橋）付近

35 前川 右 0k650 熊本県八代市新開町（新開）付近

36 球磨川 右 7k630 熊本県八代市古麓町（古麓）付近

36

柳瀬水位観測所
【左岸2/270】

危険箇所【九日町地区】
右岸61/600（Ｂ）

一武水位観測所
【右岸68/710】
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令和２年度の重要水防箇所について

直轄河川重要水防箇所

重要水防箇所とは

洪⽔時において、適切な⽔防活動を実施するため、河川管理者は⽔防上
特に注意を要する箇所をあらかじめ地元⽔防団に熟知させておく必要が
あります。国⼟交通省では⽔防上重要な箇所を「重要⽔防箇所」として
毎年３⽉に取りまとめを⾏い、地元市町村、⽔防団体に対し河川毎の重
要⽔防箇所として周知しております。

【評定基準】
１）重要⽔防箇所

Ａランク：⽔防上最も重要な箇所で、洪⽔が堤防を超える恐れが
ある箇所。または、川満杯に洪⽔が流れた時に堤防が壊れ
る恐れのある（堤防の⼤きさが不⾜している）箇所。

Ｂランク：⽔防上重要な箇所で、洪⽔を安全に流せる堤防の⾼さに
余裕がない箇所。または、堤防の⼤きさに余裕がない箇所。

要 注 意：新しく堤防を作った箇所で、完成後３年未満の箇所。
または、過去に堤防が壊れた跡、昔、川が流れていた箇所。

２）重点区間の考え⽅
①無堤並びに弱⼩堤区間で、背後地に市街部（家屋隣接）を

持ち、避難誘導のための巡視が必要な区間。
②浸⽔常習区間で、避難誘導のための巡視が必要な区間。

↓
重要⽔防箇所Ａランクに計上されている箇所で、無堤区間

重要水防箇所
重点区間

Ａ B 要注意 合計

H3１ 4７箇所
9.18
㎞

79箇所
18.03
Km 71箇所

22.52
㎞

197箇所
49.73

㎞
22箇所

6.59
㎞

R２ 47箇所
9.18
㎞

78箇所
17.88

㎞
71箇所

22.01
㎞

196箇所
49.07

㎞
22箇所

6.59
㎞

増減 0箇所 0㎞ -1箇所
-0.15

㎞
0箇所

-0.51
㎞

-1箇所
-0.66

㎞
0箇所 0㎞

重要水防区域の一覧表は、下記の八代河川国道事務所
ホームページに掲載しています。

http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/bousai/suibou.html
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○平成29年に⽔防法の⼀部が改正され、市町村の地域防災計画に位置づけられた要配慮者利⽤施設に
ついては、避難確保計画の作成及び訓練の実施が義務づけ されました。避難確保計画の策定が低迷して
いる状況もあり、本会議で情報共有を図るとともに、リスク情報の⽀援等をお願い致します。策定にあたっては、
必要に応じて当事務所より情報提供等致します。

○また、上記の取組に加え、新型コロナウイルス感染症への対応として、以下の取組をお願い致します。
１．浸⽔の恐れのある感染症指定医療機関の管理者に対し、想定される浸⽔範囲や浸⽔深等の⽔害リスク
について情報提供 願います。

２．避難確保計画を作成していない感染症指定医療機関に対して、⽔害発⽣時に対処ができるようあらか
じめ体制を検討しておくよう要請し、あわせて検討に当たって参考になる資料について情報提供 願います。

【浸⽔想定区域内にある感染症指定医療機関（想定最⼤規模降⾬による河川が氾濫した場合に浸⽔）】
・独⽴⾏政法⼈ 地域医療機能推進機構 ⼈吉医療センター（⼈吉市⽼神町） ※浸⽔深３ ５ｍ
・独⽴⾏政法⼈ 地域医療機能推進機構 熊本総合病院（⼋代市通町） ※浸⽔深２ ３ｍ

※参考になる資料
・「要配慮者利⽤施設における避難に関する計画作成の事例集」
（平成31年3⽉ 内閣府（防災担当）・消防庁・厚⽣労働省・国⼟交通省・気象庁）
（URL:http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/pdf/hinanjireishu.pdf）

・⾮常災害対策計画の作成のポイント（P4）
・病院の事例 今井整形外科医院（P81 105）
・鷺沼産婦⼈科医院（P106 126）

災害リスク情報の提供・支援について
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浸水により流出することで被害を及ぼす可能性がある危険物の確認

令和元年8⽉に六⾓川⽔系の⽔害において、浸⽔被害と⽔質事故が同時に発⽣
被害が地域に⼤きな影響を与えたことから、流出によるリスクを把握し、関係機関と協⼒して
流出防⽌対策について取り組むことが重要
流出すると被害を及ぼす可能性がある危険物についての状況調査について、九州地整にて作成
したものをベースに本会議にて情報共有を⾏い、関係市町村の確認を⾏う。

令和元年8⽉に六⾓川⽔系の⽔害において、浸⽔被害と⽔質事故が同時に発⽣
被害が地域に⼤きな影響を与えたことから、流出によるリスクを把握し、関係機関と協⼒して
流出防⽌対策について取り組むことが重要
流出すると被害を及ぼす可能性がある危険物についての状況調査について、九州地整にて作成
したものをベースに本会議にて情報共有を⾏い、関係市町村の確認を⾏う。

国⼟交通省 九州地⽅整備局
河川部 ⽔災害予報センター説明資料を再掲
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参考イメージ（取り扱い注意）

九州地整にて、「経済産業
省製造産業局化学物質管理
課」インターネットを参照
して、球磨川流域の浸⽔に
よる被害を及ぼす可能性の
ある化学物質取扱施設と取
⽔施設の位置について作業
したものです。
添付の図と詳細のデーター
を各関係市町村に別途送付
いたしますのでご確認をい
ただき事務局へ報告をお願
いします。
次回の協議会にて確認いた
だいた情報を共有して⽔道
事業者等利⽔者を含む関係
機関へ共有をお願いします。

浸水により流出することで被害を及ぼす可能性がある危険物の確認
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既存ダムの洪水調節機能の強化について

下記の国土交通省 九州地方整備局 記者発表にて掲載しています。

http://www.qsr.mlit.go.jp/press_release/r2/20060102.html

※本資料は、記者発表資料より引用しています、
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