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［継続］大雨、雷注意報　:18

［発表］大雨警報、洪水注意報、
［継続］雷注意報　:18

(国)出水第１号　注意体制　　　　　　※(1)用語説明

1.0mm

山口県竜巻注意情報　第１号　:25

7.5mm

山口県竜巻注意情報　第2号

［発表］洪水警報　　:28

（県)水防警報第1号(柳川)1.43m

38.5mm

　 (県)水防警報第1号(馬刀川)0.59m

山口県竜巻注意情報　第3号

(国)水防警報　待機(漆尾)2.30m　第1号 　 　　※(2)

○土砂災害警戒情報　第1号　　　　　※用語説明
24.0mm

［継続］大雨、洪水警報、雷注意報　:08

○土砂災害警戒情報　第2号 (県)佐波川ダム放流通報

(県)避難判断水位(柳川)1.86m　　:20　　　※(3)

(県)避難判断水位(馬刀川)1.42m　:20

　 (県)水防警報　第2号(柳川2.6m)　 :40

(県)水防警報　第2号(馬刀川1.61m)　:40

63.5mm

○土砂災害警戒情報　第3号

8:00

3:00

4:00

　　　(国)国土交通省河川国道事務所
　　　(県)山口県防府土木建築事務所

9:00

6:00

降水量(1時間) 下 関 地 方 気 象 台 情 報

5:00

時 刻

7:00
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総務課注意報受信【第1警戒体制】情報班体制2名
（宿直職員)

総務課警報受信、関係各課へ出動依頼

【第２警戒体制】

第2警戒体制による被災地調査開始

玉泉湖南側の水路はん濫(消防） 消防出動(署・分団)

消防本部に警防本部設置

※市街地河川氾濫多発→床下浸水、道路冠水 消防署の調査・避難補助の出動頻発開始

8:27　勝坂火葬場付近土砂崩れ（消防）

8:30　勝坂ﾄﾝﾈﾙ防府側土砂流出-業者派遣(県) 8:30 災害対策本部設置【第1非常体制】53名

・現地調査の指示

受信票

31/31件

9:00

6:00

5:00

時 刻

7:00

8:00

　　　　　現地災害状況
　　　　　関係機関の現地活動 防 府 市 活 動 状 況

3:00

4:00

総務課　・　河川港湾課
道路課　・　都市計画課
水道局　・　下水道建設課
農業農村課 ・林務水産課
　　　　　　　　　　　　　１６名
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○土砂災害警戒情報　第3号

(国)水防警報　待機(堀)2.07m　第1号

25.5mm

19.0mm

(県)真尾石原川土砂災害の発生警告　11:12

(国)水防警報　準備(漆尾)3.30m　第2号

(国)出水第2号　警戒体制　　　　　　※(4)

49.5mm (国)水防警報　待機(新橋)2.75m　第1号

(国)水防警報　出動(漆尾)3.61m　第3号

(国)水防警報　準備(堀)3.02m　第2号

11.5mm (国)水防警報　出動(堀)3.34m　第3号

［継続］大雨警報、洪水警報、雷注意報

○土砂災害警戒情報　第4号 (国)水防警報　出動(新橋)3.40m　第3号

0.5mm
(国)洪水予報第1号　はん濫危険情報(漆尾)危険度ﾚﾍﾞﾙ4

※(5)

○土砂災害警戒情報　第5号

0mm

　　　(国)国土交通省河川国道事務所
　　　(県)山口県防府土木建築事務所

15:00

12:00

降水量(1時間) 下 関 地 方 気 象 台 情 報

11:00

時 刻

13:00

14:00

9:00

10:00
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9:10　向島(小田)土砂崩れ（消防） ・受信票を受け現地対応の指示

9:12　真尾大歳神社山崩れ（災害対策本部） ・関連する職員の派遣指示

9:18　防府西高東側土砂崩れ（消防） ・水防用物品(土のう等)の搬送指示

9:40　浄福寺裏山土砂崩れ（消防）

9:42　普明寺墓地付近土砂崩れ（消防）

9:45　剣川増水（災害対策本部） 受信票

9:50　阿部谷川氾濫（災害対策本部） 95/126件

・受信票を受け現地対応の指示

10:14　迫戸鎌田煙火裏山土砂崩れ（消防） ・関連する職員の派遣指示

10:15　右田矢筈ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ土砂崩れ（消防） ・水防用物品(土のう等)の搬送指示

10:45　坂本川オーバーフロー（災害対策本部） ・応急復旧工事の着手依頼

10:50　上右田堰に木がかかっている（災害対策本部）

受信票

10:51　分団(28名)　　向島本村　床下浸水対応 51/177件

11:00　西浦ﾊﾟﾁﾝｺ新世紀西側山崩れ（消防） ・応急復旧工事の着手依頼

・関連する職員の派遣指示

11:27　奥畑土砂崩れ（消防） ・自主避難者の情報収集

11:45　小野分団(10名)公民館へ避難誘導（消防）
玉祖分団(11名)応援出動 ・現地調査班安否情報収集

11:53　勝坂　警察署(17名)、消防(20名)、三田尻分団(14名)

11:56　勝坂262号線土石流 受信票

12:00　機動隊・管区機動隊への出動要請(警察署) 11:58　向島田ノ浦入口土砂崩れ（消防） 52/229件

　　　阿部谷川(田ノ口)土石流発生　:12 :13　消防・全団出動命令　　分団（156人)

　　　　　奈美川土石流発生　:14 宮市・華陽・華城・牟礼・大道・西浦・右田・

　　　　　上田南川(ﾗｲﾌｹｱ高砂)土石流　:15 玉祖・富海

　　　石原川(大歳神社付近)土石流　:15 :15　自衛隊出動要請

12:22　大歳神社　救助活動　　分団(18名)

12:28　「ﾗｲﾌｹｱ高砂裏の川が決壊しそうなため、屋 :30　防災ヘリ出動要請、「きらら」要請
上へ避難させている」（高砂職員の119番通報） 周南消防へ応援要請 受信票

12:35　河川氾濫等の救出活動(警察署) :50　現地対策本部設置 88/317件

13:14　勝坂　土石流不明者捜索(機動隊・管区機動隊) ・下関消防、下松消防へ応援要請

・応急復旧用重機出動指示

・現場からの依頼物品（スコップ等)の調達及び搬送

・被災規模・不明者情報の収集

・避難勧告本部員会議

受信票

70/387件

14:10　■右田市避難勧告

・避難所開設指示

高砂にて救助活動(警察、管区機動隊、消防) ・避難路の安全確認

14:30　漆尾水位現地確認《災害対策本部調査班》 ・広報車による広報指示

　 ・同報系無線による広報指示

・関係自治会への避難勧告の伝達

 「ライフケア高砂」にて不明者7名 ・現場からの依頼物品の調達及び搬送 受信票

72/459件

　　　　　現地災害状況
　　　　　関係機関の現地活動 防 府 市 活 動 状 況

9:00

10:00

15:00

12:00

11:00

時 刻

13:00

14:00
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0mm
(国)洪水予報第2号　はん濫警戒情報(漆尾)、危険度ﾚﾍﾞﾙ3

○土砂災害警戒情報　第6号

16.0mm (国)洪水予報第3号　はん濫注意情報(漆尾)、危険度ﾚﾍﾞﾙ2

0.5mm

(国)洪水予報第4号　はん濫注意情報解除(漆尾)危険度ﾚﾍﾞﾙ1

0mm
(国)水防警報　解除(新橋)2.68m　第4号

0mm

(国)水防警報　解除(漆尾)2.90m　第4号

(国)水防警報　解除(堀)2.27m　第4号

18.0mm

(国)出水第3号　注意体制に切り替え

→23:00　(県)水防警報解除（柳川・馬刀川)

時 刻

15:00

16:00

　　　(国)国土交通省河川国道事務所
　　　(県)山口県防府土木建築事務所降水量(1時間) 下 関 地 方 気 象 台 情 報

17:00

21:00

18:00

19:00

20:00
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・被災状況、不明者安否情報確認

・現場からの依頼物品の調達及び搬送

・小野公民館へ救護班（保健婦)を派遣

受信票

16:10　■避難勧告(神里、勝坂)

・避難所開設指示

・避難路の安全確認

・広報車による広報指示

・同報系無線による広報指示

・関係自治会への避難勧告の伝達

・現場からの依頼物品の調達及び搬送 受信票

・搬送用車両の手配指示

17:00　災害対策本部会議

17:20　■避難勧告　真尾下郷(大歳）

・避難所開設指示

・避難路の安全確認

・広報車による広報指示

・同報系無線による広報指示

・関係自治会への避難勧告の伝達 受信票

・現場からの依頼物品の調達及び搬送

・報道対応

・被災状況、不明者安否情報確認

受信票

・報道対応

　　　 ・被災状況、不明者安否情報確認

受信票

20:00　災害対策本部会議

受信票

21:00

18:00

19:00

20:00

9/570件

9/579件
対応不明分を含め、
21日は773件を受信

　　　　　現地災害状況
　　　　　関係機関の現地活動 防 府 市 活 動 状 況

18/551件

10/561件

35/533件

39/498件

17:00

時 刻

15:00

16:00
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時 系 列 の 用 語 説 明

※(1)注意体制
※(4)警戒体制

洪水によって災害が起きるおそれがある河川において、水防警報を発
表し、水防管理団体（防府市）に対して水防活動を行う必要がある旨
を通知するもの。
　「待機」、「準備」、「出動」、「指示」、「解除」 については、

144頁の　Ⅶ 参考資料

　『５ 佐波川の状況、水防警報について』
 　「●水防警報について●」　[水防警報の種類と発表基準]を参照。

※(3)避難判断水位
　

山口河川国道事務所の風水害・地震等による防災体制で、災害が発生し
た場合、または発生する恐れがある場合に発令基準により、

「注意体制」、「警戒体制」、「非常体制」

　　　　　　　　　　　　　　　を発令し、災害対策支部を設置する。

※(2)水防警報

水位観測所ごとに下記の基準水位（レベル）が設定されている。
148頁参照

※(5)洪水予報 国土交通省と気象庁が共同で実施するもので、水位状況により、
はん濫注意情報（洪水注意報）、はん濫警戒情報・はん濫危険情報・
はん濫発生情報（洪水警報）を発表する。
内容の内、気象台は降雨の現況と予想、国土交通省は水位の現況と
予測を担当し、県・市・警察署・テレビ局・新聞社等へ発表を行う。

145頁参照

水位危険度レベル
■レベル５　　はん濫の発生
■レベル４　　はん濫危険水位超過
■レベル３　　避難判断水位超過
■レベル２　　はん濫注意水位超過
■レベル１　　水防団待機水位超過

※土砂災害警戒情報 大雨で土砂災害の恐れがある時、山口県と下関地方気象台が共同で、
大雨警報発表後に市町単位で発表する防災情報。

48～49頁・141～142頁参照

・「水防団待機水位」超過（レベル１）　　水防団の待機
・「はん濫注意水位」超過（レベル２）　　市町村長の避難準備情報の発令判断の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目安の水位、水防団の出動
・「避難判断水位」超過　（レベル３）　　避難勧告等の発令判断の目安の水位
・「はん濫危険水位」超過（レベル４）　　避難指示の発令判断の目安の水位
・「計画高水位」超過　　（レベル４）　　洪水を安全に流すことが出来ると
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　される最高水位
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　58頁・150項～151項参照　　　

　153頁の

　157頁参照

　154頁参照


