
５．第５号議案 規約第 4 条 12)「地域の取り組み方針」の取組状況 

 

 
■天竜川上流水防連絡会における「地域の取り組み方針」 

 
① 水防関係機関、住民、学校関係者を対象とした防災教育を実施、地域の防

災意識向上に向けた実践的な取組を実施 

 
② 安全への思い込み払拭、迅速かつ的確な避難行動のための取組を実施 

 
③ 伊那谷特有の地理的条件（盆地、急流河川）を考慮した洪水氾濫被害軽減

のために行政機関等が連携した取組を実施 

 
■取組状況 

 
 別紙のとおり 

 



イベント名称など ①実施機関 ②対象 ③実施日 イベント名称など ①実施機関 ②対象 ③実施日

■地域の防災意識向上に向けた実践的な取り組みを実施

天竜川伝承ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 天竜川上流 一般市民 5月29日 伊那市狐島防災講演会
天竜川上流、伊那市、自主
防災会

一般市民 4月2日

天竜川ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 天竜川上流、箕輪町 一般市民、水防関係者 6月18日 伊那市調整会議 天竜川上流、伊那市 天竜川上流、伊那市 11月

岡谷市防災イベント
岡谷市、諏訪市、下諏訪町、
天竜川上流

一般市民 7月9日 商業施設での水防災広報 水防連絡会 一般市民 5月

辰野町防災ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 辰野町、天竜川上流 一般市民 7月18日

伊那市防災勉強会 伊那市、天竜川上流 伊那市職員
10月25日
10月31日

伊那市西春近防災講会 天竜川上流 企業、一般市民 11月22日

伊那市調整会議 天竜川上流、伊那市 行政機関 11月22日

飯島町研修会 天竜川上流、飯島町 飯島町職員 2月17日

・マンガなどによる表現を工夫して水防災の学習
教材を作成し、住民及び自治体関係者等へ周知

学習教材作成 飯田市 一般市民 10月末 学習教材配布及び説明予定 飯田市
飯田市飯田市松尾地区）住
民

4月～5月

・教育委員会、小中高等学校の学校関係者を対
象とした水防災に関する勉強会の実施

防災教育講習会 天竜川上流 長野県内学校関係者
6月13日
7月19日

勉強会（学校関係者）～適宜開催～

水位と避難の説明 天竜川上流、飯田市 飯田市まちづくり委員会 4月15日 防災学習の実施～適宜開催～

水位と避難の説明 天竜川上流 飯田市松尾地区自治会 4月20日 周知 天竜川上流 水防連絡会 4月

防災勉強会 天竜川上流、飯田市 飯田市松尾地区住民 4月～7月

伊那市＋伊那CATV打合せ
天竜川上流、伊那市、伊那
CATV

伊那市、箕輪町、南箕輪
村、
伊那ケーブルテレビ

7月1日
1月10日

LCV（辰野町）、高森町ケーブルテ
レビ（高森町）、チャンネルユー（松
川町）、天龍村ケーブルテレビ（天
龍村）へ画像提供

天竜川上流
辰野町、高森町、松川町、
天龍村

4月～

協定締結 天竜川上流 伊那CATV 協定締結H29年4月

・排水ポンプ車、照明車の水防関係機関を対象
とした操作訓練の実施

操作訓練 天竜川上流 水防連絡会
5月14日
7月12日

操作訓練 天竜川上流 水防連絡会 5月～7月

・ホームページや携帯電話、スマートフォンから
閲覧できる｢川の防災情報」や地上デジタル放送
のデータ放送の活用促進のための周知

川の防災情報川の防災情報周知 天竜川上流 水防連絡会 4月20日 川の防災情報川の防災情報周知 天竜川上流 水防連絡会 4月

■想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域図に基づくハザードマップの作成・周知等

浸水想定区域図公表 天竜川上流 流域市町村、一般市民 H28年12月15日

住民説明会 天竜川上流 駒ヶ根市民 1月24日

改訂～公表 伊那市 一般市民 H29年4月～H30年3月

改訂～公表 駒ヶ根市 一般市民 H29年4月～H30年3月

改訂（下久堅、龍江、川路、竜丘
地区）～公表

飯田市 一般市民 H29年4月～H30年3月

改訂～公表 辰野町 一般市民 H29年4月～H30年3月

改訂準備～業務発注 箕輪町 一般市民 H29年4月～予定

改訂準備～業務発注 南箕輪村 一般市民 H29年4月～予定

改訂準備～業務発注 宮田村 一般市民 H29年4月～予定

改訂準備～業務発注 飯島町 一般市民 H29年4月～予定

改訂準備～業務発注 中川村 一般市民 H29年4月～予定

改訂準備～地元説明 松川町 一般市民 H29年4月～予定

改訂準備 高森町 一般市民 H29年4月～予定

改訂準備～業務発注 豊丘村 一般市民 H29年4月～予定

改訂準備～業務発注 喬木村 一般市民 H29年4月～予定

Ｈ２９年度予定Ｈ２８年度実施

・想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域
図及び新たに設定された家屋倒壊等氾濫想定
区域に基づく避難計画の見直し

・想定最大規模降雨における洪水浸水想定区域
図、氾濫シミュレーションの公表

・地域に普及率の高いCATVへの河川CCTV画
像提供

・自主防災会、公民館活動、まちづくり委員会等
での防災学習会の実施

取組内容

・水防関係者・住民を対象とした水防災意識向
上に向けたイベントや講習会の実施



イベント名称など ①実施機関 ②対象 ③実施日 イベント名称など ①実施機関 ②対象 ③実施日

Ｈ２９年度予定Ｈ２８年度実施
取組内容

伊那市 要配慮者、定住外国人 H29年4月～H30年3月

駒ヶ根市 要配慮者、定住外国人 H29年4月～H30年3月

飯田市 要配慮者、定住外国人 H29年4月～H30年3月

辰野町 要配慮者、定住外国人 H29年4月～H30年3月

箕輪町 要配慮者、定住外国人 H29年4月～H30年3月

南箕輪村 要配慮者、定住外国人 H29年4月～H30年3月

宮田村 要配慮者、定住外国人 H29年4月～H30年3月

飯島町 要配慮者、定住外国人 H29年4月～H30年3月

中川村 要配慮者、定住外国人 H29年4月～H30年3月

松川町 要配慮者、定住外国人 H29年4月～H30年3月

高森町 要配慮者、定住外国人 H29年4月～H30年3月

豊丘村 要配慮者、定住外国人 H29年4月～H30年3月

喬木村 要配慮者、定住外国人 H29年4月～H30年3月

・知人宅等を避難場所とした登録の取り組み試
行（パートナーシップ協定）

飯田市松尾地区で試行（4月～） 飯田市 飯田市松尾地区住民 4月～

・実践的で迅速な避難行動のための施策の実施
(自家用車を積極的に使った避難行動計画)水害
の予見可能性（余裕を持った移動が可能）自家
用車という財産の保全車移動での迅速性避難
場所準備での避難の容易性夜間における避難
の安全性

避難訓練の実施 飯田市、天竜川上流
飯田市松尾地区住民、飯田
市

6月

・試行（パートナーシップ協定）に基づいた水防
災避難訓練の実施

避難訓練 飯田市、天竜川上流 飯田市、松尾地区住民 6月

関係自治体へ説明 天竜川上流 流域市町村 H28年4月～H29年12月 水防連絡会で周知 天竜川上流 水防連絡会 4月26日

住民説明会 天竜川上流 駒ヶ根市民 1月24日 伊那市狐島防災説明会 天竜川上流 一般市民 4月2日

住民説明会 天竜川上流 飯島町民 2月17日

■避難行動を促す活動

水防連絡会で説明 天竜川上流 水防連絡会 4月 水防連絡会で説明 天竜川上流 水防連絡会 4月

業務発注 天竜川上流 一般市民向け H28年6月～H29年3月 公開（H29年5月以降～ 天竜川上流 一般市民 5月以降～

アプリテスト（駒ヶ根市） 天竜川上流 駒ヶ根市 1月23日～29日

■土砂を含む流れの速い洪水を河川内で安全に流す対策

・堤防の質的強化
・流下能力対策（堤防整備、河道掘削）
・河岸低水侵食・洗掘対策（低水護岸整備）

■危機管理型ハード対策

・天端の保護（天端舗装） 現地施工実施 天竜川上流 － 4月～3月 現地施工実施 4月～3月

■被害軽減のための迅速かつ的確な避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・「避難行動や水防活動の基準となる雨量・水位
等の観測データ」「洪水時の状況」の把握及び情
報を伝達するための基盤整備

洪水予警報システムからの洪水予
報の通知

天竜川上流・長野地方気象
台

流域市町村 4月～3月
洪水予警報システムからの洪水予
報の通知

天竜川上流・長野地方気象
台

流域市町村 4月～3月

川の防災情報周知 天竜川上流 水防連絡会 4月 川の防災情報周知 天竜川上流 水防連絡会 4月

CCTV設計業務発注 天竜川上流 行政機関 H28年9月～H29年3月 ＣＣＴＶ施工 天竜川上流 － H29年6月～H30年3月

水防団支援量水板設置 天竜川上流 行政機関、水防団 12月5日

水防団支援量水板設置（十沢橋） 天竜川上流 箕輪町（水防団） 3月

水位に関する説明 天竜川上流 水防連絡会 4月20日 水位に関する説明 天竜川上流 水防連絡会 4月20日

水防団支援量水板設置 天竜川上流 辰野町（水防団） 12月5日

水防団支援量水板設置（十沢橋） 天竜川上流 箕輪町（水防団） 3月

・堤防監視の効率化並びに水防団等の巡視支
援の取り組みとして量水標の設置。急流土砂河
川であり河岸侵食や洗掘が多く発生しているた
めCCTVカメラの設置を計画的に進める。雨量や
水位情報がリアルタイムで確認できる「川の防災
情報」の周知の徹底をはかる

・迅速な水防活動を支援するための簡易水位計
や量水標を設置する他、知識の習得や訓練を実
施

・想定最大規模降雨における浸水想定区域図を
利用した防災教育の実施（出前講師派遣等）

・浸水想定区域の危険性を体感するスマートフォ
ンアプリの開発と公開

現地施工実施 天竜川上流 － 10月～3月現地施工実施 天竜川上流 － 10月～3月

要配慮者避難計画作成等の支援
（支援）
定住外国人等を対象とした避難情
報の提供（検討）

・洪水浸水想定区域内の要配慮者（社会福祉施
設等）利用施設の管理者が策定する避難計画
作成等の支援や定住外国人等を対象とした避
難情報の提供

要配慮者利用施設管理者説明会 北陸地整、長野県 要配慮者利用施設管理者 H29年3月13日、24日



イベント名称など ①実施機関 ②対象 ③実施日 イベント名称など ①実施機関 ②対象 ③実施日

Ｈ２９年度予定Ｈ２８年度実施
取組内容

防災拠点打合せ 天竜川上流、高森町 天竜川上流、高森町 9月6日 防災拠点の検討 天竜川上流、高森町 天竜川上流、高森町 H28年10月～H32年度末

防災拠点打合せ 天竜川上流、高森町 天竜川上流、高森町 2月10日

■行政機関等の連携強化

水防連絡会で周知 天竜川上流、飯田市 水防連絡会 4月

訓練見学会 飯田市、天竜川上流 水防連絡会 6月

・出水期を前に年1回の水防ＤＡＹ時に各機関の
取り組みの共有と連携

水防連絡会委員会・幹事会 水防連絡会 水防連絡会
4月20日
8月3日
8月8日

水防連絡会委員会・幹事会 水防連絡会 水防連絡会 4月

・行政機関と自主防災会、公民館活動、まちづく
り委員会等との連携（公民館等での防災学習の
実施）

避難に関する説明会 天竜川上流、飯田市
飯田市松尾地区自治会
まちづくり委員会

4月～6月
水防連絡会と自主防災会等との連
携

4月～3月

長野県防災ＧＩＳへ移行準備 長野県 行政機関 H28年4月～ 長野県防災ＧＩＳへ移行準備 長野県 － H28年4月～H29年9月

長野県防災ＧＩＳにて運用 長野県 行政機関 H29年10月～

検討～改訂（H30年3月） 伊那市 要配慮者、定住外国人 H30年3月

検討～改訂（H30年3月） 駒ヶ根市 要配慮者、定住外国人 H30年3月

検討～改訂（H30年3月） 飯田市 要配慮者、定住外国人 H30年3月

検討 辰野町 要配慮者、定住外国人

検討 箕輪町 要配慮者、定住外国人

検討 南箕輪村 要配慮者、定住外国人

検討 宮田村 要配慮者、定住外国人

検討 飯島町 要配慮者、定住外国人

検討～改訂（H30年3月） 中川村 要配慮者、定住外国人 H30年3月

検討 松川町 要配慮者、定住外国人

検討～改訂（H30年3月） 高森町 要配慮者、定住外国人 H30年3月

検討～改訂（H30年3月） 豊丘村 要配慮者、定住外国人 H30年3月

検討～改訂（H30年3月） 喬木村 要配慮者、定住外国人 H30年3月

飯田市 飯田市 １月 実践 伊那市 伊那市 6月～9月

他の市町村 他の市町村 H29年3月～H30年5月 検証、見直し 伊那市 伊那市 10月～

・タイムラインに基づく広域的な防災訓練の実施 訓練に係わる調整（4月～） 天竜川上流 市町村、長野県、気象台 H29年4月～H30年3月

・水防備蓄資機材情報の共有及び非常時にお
ける相互支援方法の確認

水防備蓄材ウエブマップ公開 天竜川上流 天竜川上流、市町村 H28年2月～

■排水計画（案）の見直し及び排水訓練の実施

・樋門等の排水施設に関する情報（樋門の開閉
状況等）の共有、排水手法の検討と排水計画
（案）の作成

排水ポンプ車配置運用計画検討 天竜川上流 天竜川上流 H28年7月～H29年3月
排水施設に関する情報の
共有排水計画（案）の検討

天竜川上流 天竜川上流 H29年4月～H30年3月

・樋門等の操作訓練の実施 操作訓練 天竜川上流 市町村 5月13日～5月25日 操作訓練 天竜川上流 市町村 5月

■ダム等の危機管理型の運用方法の高度化の実施

・洪水調節量を最大限活用できるような操作方
法について検討し、ダム運用に反映する

タイムライン作成

・防災関係者の試行（パートナーシップ協定）に
基づく避難訓練の見学会実施

・避難勧告に着目した水防災タイムラインの作成
と情報共有

・行政機関と共有する防災GISの整備と活用

・「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイ
ドライン」（内閣府）に即した判断基準の見直し

・決壊等が発生した場合、被害を最小限に抑え
るため、迅速に水防活動及び緊急復旧活動を行
う拠点として河川防災拠点等の検討

避難ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ説明会 内閣府 長野県危機管理課 3月25日


