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頁 編･章･節 修正前 修正後 

31 2-1-8 第 10 節  避難体制の整備  

１（略）  

２ 避難誘導体制の整備 

(１)（略）  

(２) 避難誘導計画の作成 

ア（略）  

イ 市は、洪水等に対する住民の警戒避難体制として、水位周知河川等については、水位情報、

堤防等の施設に係る情報、台風情報、洪水警報等により具体的な避難勧告等の発令基準を設定

するものとする。それら以外の河川等についても、氾濫により居住者や地下空間、施設等の利

用者に命の危険を及ぼすと判断したものについては、水位情報や洪水警報の危険度分布（洪水

キキクル）等により具体的な避難勧告等の発令基準を策定することとする。また、安全な場所

にいる人まで指定緊急避難場所等へ避難した場合、混雑や交通渋滞が発生するおそれ等がある

ことから、災害リスクのある区域に絞って避難指示等の発令対象区域を設定するとともに、必

要に応じて見直すよう努めるものとする。 

ウ、エ（略） 

     オ 市は、土砂災害に対する住民の警戒避難体制として、土砂災害警戒情報等が発表された場合

に直ちに避難勧告等を発令することを基本とした具体的な避難勧告等の発令基準を設定するも

のとする。また、面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて市をいくつかの地域に分割した上

で、土砂災害の危険度分布等を用い、危険度の高まっている領域が含まれる地域内の全ての土

砂災害警戒区域等に絞り込んで避難勧告等を発令できるよう、発令対象区域をあらかじめ具体

的に設定するとともに、必要に応じ見直すよう努めるものとする。 

第 10 節  避難体制の整備  

１（略）  

２ 避難誘導体制の整備 

(１)（略）  

(２) 避難誘導計画の作成 

ア（略）  

イ 市は、洪水等に対する住民の警戒避難体制として、水位周知河川等については、水位情報、

堤防等の施設に係る情報、台風情報、洪水警報等により具体的な避難指示等の発令基準を設定

するものとする。それら以外の河川等についても、氾濫により居住者や地下空間、施設等の利

用者に命の危険を及ぼすと判断したものについては、水位情報や洪水キキクル（洪水警報の危

険度分布）等により具体的な避難指示等の発令基準を策定することとする。また、安全な場所

にいる人まで指定緊急避難場所等へ避難した場合、混雑や交通渋滞が発生するおそれ等がある

ことから、災害リスクのある区域に絞って避難指示等の発令対象区域を設定するとともに、必

要に応じて見直すよう努めるものとする。 

ウ、エ（略） 

     オ 市は、土砂災害に対する住民の警戒避難体制として、土砂災害警戒情報等が発表された場合

に直ちに避難指示等を発令することを基本とした具体的な避難指示等の発令基準を設定するも

のとする。また、面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて市をいくつかの地域に分割した上

で、土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）等を用い、危険度の高まっている領

域が含まれる地域内の全ての土砂災害警戒区域等に絞り込んで避難指示等を発令できるよう、

発令対象区域をあらかじめ具体的に設定するとともに、必要に応じ見直すよう努めるものとす

る。 

91 2-2-11 第 11 節 避難活動計画 

１ 避難指示等（略） 

２ 具体的な発令基準 

（１）～（３）（略） 

 (４) 次の基準はあくまでも目安であり、実際の発令にあたっては現況に応じた臨機応変な対応

が必要とされる。 

[水害時] 

情報分類 判断の基準 

【警戒レベル 3】 

高齢者等避難 

○碓氷川の板鼻水位観測所の水位が避難判断水位に達した場合 

（追加） 

 

 

○その他河川の水位観測所の水位が水防団待機水位を超え、観測所地点

上流域における予想雨量や実況雨量から、急激な水位上昇による氾濫の

おそれがある場合。 

○大雨警報(浸水害)、洪水警報が発表され、深夜・早朝に避難が必要と

なることが想定される場合。 

○河川が増水し、さらに水位が護岸付近まで上昇することが予想される

場合。 

第 11 節 避難活動計画 

１ 避難指示等（略） 

２ 具体的な発令基準 

（１）～（３）（略） 

 (４) 次の基準はあくまでも目安であり、実際の発令にあたっては現況に応じた臨機応変な対応

が必要とされる。 

[水害時] 

情報分類 判断の基準 

【警戒レベル 3】 

高齢者等避難 

○碓氷川の板鼻水位観測所の水位が避難判断水位に達した場合 

○浸水キキクル（大雨警報（浸水害）の危険度分布）、または洪水キキ

クル（洪水警報の危険度分布）が「警戒（赤）」となり、避難を要する

と判断される場合。 

○その他河川の水位観測所の水位が水防団待機水位を超え、観測所地点

上流域における予想雨量や実況雨量から、急激な水位上昇による氾濫の

おそれがある場合。 

○大雨警報(浸水害)、洪水警報が発表され、深夜・早朝に避難が必要と

なることが想定される場合。 

○河川が増水し、さらに水位が護岸付近まで上昇することが予想される

場合。 
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頁 編･章･節 修正前 修正後 

○堤防からの漏水等が発見された場合。 

○警戒レベル３高齢者等  の発令が必要となるような強い降雨を伴う

台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合。 

（夕刻時点で発令） 

○その他避難の準備を必要とする場合。 

 

【警戒レベル 4】 

避難指示 

○碓氷川の板鼻水位観測所の水位が氾濫危険水位に達した場合。 

（追加） 

 

 

○その他河川の水位観測所の水位が氾濫注意水位を超え、観測地点上流

域における予想雨量や実況雨量から、引き続き水位の上昇が予想される

場合。 

○河川管理施設等の異常を確認した場合。 

○大雨洪水警報が発表され、避難を要すると判断された場合。 

 

○警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風

等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合。 

（夕刻時点で発令） 

○関係機関から災害に関する情報があり、避難を要すると判断された場

合。 

○水位が、護岸付近まで達し、さらに水位の上昇が予想される場合。 

【警戒レベル 5】 

緊急安全確保 

※可能な範囲で発令 

○決壊や越水・溢水が発生したことを把握した場合。 

○堤防に異常な漏水・浸食の進行や亀裂・すべり等により決壊のおそれ

が高まった場合。 

（追加） 

（追加） 

 

 

 

[土砂災害時] 

情報分類 判断の基準 

【警戒レベル３】 

高齢者等避難 

○大雨警報(土砂災害)警報が発表され、かつ、警報（土砂災害）の危険度分布

が「警戒（赤）」となった場合。 

 

○強い降雨を伴う台風が夜間から明け方に接近・通過することが予想される場

合。 

○数時間後に碓氷バイパスの事前通行規制が実施されることが予想される場

合。 

○夜間に警戒レベル３高齢者等避難が発令させる見込みがある場合。 

（夕刻時点で発令） 

○その他避難の準備を必要とする場合。 

○堤防からの漏水等が発見された場合。 

○警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う

台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合。 

（夕刻時点で発令） 

○その他避難の準備を必要とする場合。 

 

【警戒レベル 4】 

避難指示 

○碓氷川の板鼻水位観測所の水位が氾濫危険水位に達した場合。 

○浸水キキクル（大雨警報（浸水害）の危険度分布）、または洪水キキ

クル（洪水警報の危険度分布）が「危険（紫）」となり、避難を要する

と判断される場合。 

○その他河川の水位観測所の水位が氾濫注意水位を超え、観測地点上流

域における予想雨量や実況雨量から、引き続き水位の上昇が予想される

場合。 

○河川管理施設等の異常を確認した場合。 

○大雨警報（浸水害）、洪水警報が発表され、避難を要すると判断され

る場合。 

○警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風

等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合。 

（夕刻時点で発令） 

○関係機関から災害に関する情報があり、避難を要すると判断される場

合。 

○水位が、護岸付近まで達し、さらに水位の上昇が予想される場合。 

【警戒レベル 5】 

緊急安全確保 

※可能な範囲で発令 

○決壊や越水・溢水が発生したことを把握した場合。 

○堤防に異常な漏水・浸食の進行や亀裂・すべり等により決壊のおそれ

が高まった場合。 

○大雨特別警報（浸水害）が発表された場合。 

○浸水キキクル（大雨警報（浸水害）の危険度分布）または洪水キキク

ル（洪水警報の危険度分布）が「災害切迫（黒）」となり、避難を要す

ると判断される場合。 

 

[土砂災害時] 

情報分類 判断の基準 

【警戒レベル３】 

高齢者等避難 

○大雨警報(土砂災害)  が発表され、かつ、土砂キキクル（大雨警報（土砂

災害）の危険度分布が「警戒（赤）」となり、避難を要すると判断される場

合。 

○強い降雨を伴う台風が夜間から明け方に接近・通過することが予想される場

合。 

○数時間後に碓氷バイパスの事前通行規制が実施されることが予想される場

合。 

○夜間に警戒レベル３高齢者等避難が発令される見込みがある場合。 

（夕刻時点で発令） 

○その他避難の準備を必要とする場合。 
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頁 編･章･節 修正前 修正後 

○近隣で下記のような前兆現象が発見された場合。 

・沢や井戸の水の濁り  ・流水の異常な濁り  ・流木発生  ・湧水の

枯渇、湧水量の増加     ・小石がぱらぱら落ちる ・異様なにおい(土

臭い、物の焼けるようなにおいなど) 等 

【警戒レベル 4】 

避難指示 

○土砂災害警戒情報が発表され、引き続き降雨が見込まれるなど避難を要する

と判断された場合。 

○大雨警報(土砂災害)が発表され、かつ、大雨警報（土砂災害）の危険度分布が

「非常に危険（うす紫）」となった場合。 

○大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、記録的短時間大雨情報が発

表された場合。 

○夜間に警戒レベル 4 避難指示が発令される見込みがある場合。（夕刻時点で

発令） 

○関係機関から災害に関する情報があり、避難を要すると判断された場合。 

○近隣で下記のような前兆現象が発見された場合。 

・土砂が流失        ・渓流内で転石がある 

・亀裂、段差の発生、拡大  ・新たな湧水の発生 

・樹木の傾き        ・池や沼の水かさの急変 

・根の切れる音がする    ・構造物、斜面のはらみだしや亀裂の発生 等 

【警戒レベル 5】 

緊急安全確保 

※可能な範囲で発令 

○土砂災害が発生したことを把握した場合。 

〇大雨特別警報（土砂災害）が発表された場合。 

（追加） 
 

○近隣で下記のような前兆現象が発見された場合。 

・沢や井戸の水の濁り  ・流水の異常な濁り  ・流木発生  ・湧水の

枯渇、湧水量の増加     ・小石がぱらぱら落ちる ・異様なにおい(土

臭い、物の焼けるようなにおいなど) 等 

【警戒レベル 4】 

避難指示 

○土砂災害警戒情報が発表され、引き続き降雨が見込まれるなど避難を要する

と判断される場合。 

○大雨警報(土砂災害)が発表され、かつ、土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）

の危険度分布）が「危険（紫）」となり、避難を要すると判断される場合。 

○大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、記録的短時間大雨情報が発

表され、避難を要すると判断される場合。 

○夜間に警戒レベル 4 避難指示が発令される見込みがある場合。（夕刻時点で

発令） 

○関係機関から災害に関する情報があり、避難を要すると判断される場合。 

○近隣で下記のような前兆現象が発見された場合。 

・土砂が流失        ・渓流内で転石がある 

・亀裂、段差の発生、拡大  ・新たな湧水の発生 

・樹木の傾き        ・池や沼の水かさの急変 

・根の切れる音がする    ・構造物、斜面のはらみだしや亀裂の発生 等 

【警戒レベル 5】 

緊急安全確保 

※可能な範囲で発令 

○土砂災害が発生したことを把握した場合。 

〇大雨特別警報（土砂災害）が発表された場合。 

○土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）が「災害切迫（黒）」と

なり、避難を要すると判断される場合 
 

151 4-1-2 第２節  迅速かつ円滑な災害応急対策への備え  

１ 避難誘導体制の整備 

(１)（略）  

(２) 火山情報の伝達体制の整備 

ア 市は、噴火警報（噴火警戒レベルを含む。以下同じ。）、火山の状況に関する解説情報（臨時） 

        を市民、観光客、別荘滞在者及び登山者等（以下この編において「市民等」とい

う。）に迅速かつ確実に伝達できるよう、伝達ルートを明確にしておく。 

イ 市は、関係市町村は、噴火警報、臨時の解説情報、噴火速報及び避難指示等の内容を市民等に迅

速かつ確実に伝達できるよう、広報車、防災行政無線、市ホームページ、ツイッター、メール配信

サービス、警鐘、サイレン、伝達組織等の整備を図る。 

第２節  迅速かつ円滑な災害応急対策への備え  

１ 避難誘導体制の整備 

(１)（略）  

(２) 火山情報の伝達体制の整備 

ア 市は、噴火警報（噴火警戒レベルを含む。以下同じ。）、火山の状況に関する解説情報（臨時） 

及び噴火速報を市民、観光客、別荘滞在者及び登山者等（以下この編において「市民等」という。）

に迅速かつ確実に伝達できるよう、伝達ルートを明確にしておく。 

イ 市は、       噴火警報、臨時の解説情報、噴火速報及び避難指示等の内容を市民等に迅

速かつ確実に伝達できるよう、広報車、防災行政無線、市ホームページ、ツイッター、メール配信

サービス、警鐘、サイレン、伝達組織等の整備を図る。 

資

46 

6-4-4 ４－４ 前橋地方気象台の地震情報発表基準 ４－４  気象庁の地震情報発表基準 

 


