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ソフト対策の主な取組 様式１

　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

項　目 主な取組項目 取組機関 令和３年度の実施 令和４年度の予定 備　　　　　考

・想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾濫シミュ
レーションの公表

ダム管理者
県

県：浸水想定区域図（L2）を作成中（木曽管内 20河川） 【木曽川洪水浸水想定区域図（L2)】
木曽町、上松町、大桑村、南木曽町区間：県で作成・公表済
木祖村区間：味噌川ダムで作成・公表済

・広域避難を考慮したハザードマップの作成･周知等 町村

上松町：L2に対応した木曽川洪水ハザードマップのWeb版を構築し
た。また、ハザードマップを周知するため、ＣＡＴＶ自主放送番組
を作成し、放送して周知した
南木曽町：木曽川洪水ハザードマップの住民周知（配布）
大桑村：R3.4 ハザードマップ全戸配布済

上松町：木曽川以外のＬ２浸水想定区域が公表された場合は、その
公表に併せてハザードマップの作成を進める予定
南木曽町：木曽川洪水ハザードマップの住民周知（説明会予定）

・ささえあいマップ、ハザードマップ整備･拡充 町村

上松町：福祉担当及び社会福祉協議会が連携して、未作成地区の解
消に取り組んだ
木曽町：未作成地区において「ささえあいマップ」の作成を検討
大桑村：福祉担当と社会福祉協議会が連携して、ささえあいマップ
未作成地区のマップを作成（２地区）

木曽町：未作成地区において「ささえあいマップ」の作成を検討中
木祖村：総合防災訓練の際に「ささえあいマップ」の見直し予定
大桑村：福祉担当と社会福祉協議会が連携して、ささえあいマップ
未作成地区のマップを作成予定（２地区）

・要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進 町村

上松町：未作成施設に対して作成支援に取り組んだ（２施設で作
成）
南木曽町：引き続き要配慮者利用施設の避難計画の策定を促す
木曽町：引き続き未作成の施設において作成を促進
大桑村：２施設中、１施設策定済み、１施設は作成中

上松町：引き続き未作成施設に対しての作成支援に取り組み、全施
設での作成完了を目指す
木曽町：引き続き未作成の施設において作成を促す
木祖村：土砂災害に対しての避難計画未作成の施設において作成を
促進予定
大桑村：引き続き早期策定に取り組む。

・避難勧告の発令に着目したホットライン・タイムライ
ンの作成

気象台
県

町村

南木曽町：引き続き運用していく(H28作成)
木曽町：作成を検討

気象台：引き続きタイムライン作成の助言を行う
県：町村とのホットラインを作成中
南木曽町：引き続き運用していく
木曽町：作成を検討

・タイムラインに基づく首長も参加した実践的な訓練
気象台
町村

気象台：引き続き訓練に参加する

・「危険度を色分けした時系列」、「警報級の可能性」
や「洪水警報の危険度分布」等の新しい防災気象情報の
利活用の検討

気象台
県

町村

気象台：引き続き防災気象情報を活用したタイムライン作成につい
て助言を行う

・教員を対象とした講習会の実施 町村

・小学生を対象とした防災教育の実施 町村

大桑村：中学校１学年において防災学習を実施 大桑村：砂防教室実施予定

・出前講座等を活用した講習会の実施
気象台

県

気象台：引き続き出前講座を実施する。また、今年度の市町村防災
担当者向け防災ワークショップは中小河川洪水災害を対象に実施す
る予定（7月下旬～8月上旬に開催）
県：高校生を対象とした防災学習に講師として参加した

・プッシュ型の洪水予報等の情報発信 県

長野県河川砂防情報ステーションにより洪水注意報、警報等に対応
している（メール配信登録者）

引き続き長野県河川砂防情報ステーションにより洪水注意報、警報
等に対応している（メール配信登録者）

・水位計やライブカメラ等の情報をリアルタイムで提供
県

町村

県：引き続き「川の水位情報」から危機管理型水位計のデータを提
供。簡易型河川監視カメラについては、令和2年4月からデータの提
供開始
県：簡易型河川監視カメラの設置（４箇所）
木祖村：村内4か所の水位計・水位監視カメラ画像、村内6か所の雨
量計のデータを防災情報ホームページで公開

県：引き続き「川の水位情報」から危機管理型水位計のデータを提
供。簡易型河川監視カメラについては、令和2年4月からデータの提
供開始

木祖村：引き続き村内4か所の水位計・水位監視カメラ画像、村内6
か所の雨量計のデータを防災情報ホームページで公開

（設置済機器：県）
・水位計：３基
・危機管理型水位計：10基
・簡易型河川監視カメラ：11箇所

　②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

項　目 主な取組項目 取組機関 令和３年度の実施 令和４年度の予定 備　　　　　考

・消防団（水防団）等への連絡体制の再確認と伝達訓練
の実施

町村

上松町：総合防災訓練等において実施
南木曽町：防災訓練と併せて実施
木曽町：総合防災訓練等にて実施
木祖村：総合防災訓練等にて実施
大桑村：消防団との訓練は中止

上松町：総合防災訓練等において実施予定
南木曽町：防災訓練と併せて実施予定
木曽町：総合防災訓練等において実施予定
大桑村：防災訓練と併せて実施予定

・消防団（水防団）同士の連絡体制の確保 町村

南木曽町：防災訓練と併せて実施
木祖村：実践形式の消防訓練の中で実施
大桑村：消防団との訓練は中止

南木曽町：防災訓練と併せて実施予定
木祖村：実践形式の消防訓練の中で実施予定
大桑村：防災訓練と併せて実施予定

・消防団（水防団）や地域住民が参加する洪水に対しリ
スクが高い区間の共同点検

県
町村

南木曽町：防災訓練と併せて実施
大桑村：消防団との訓練は中止

南木曽町：防災訓練と併せて実施予定
大桑村：防災訓練と併せて実施予定

・関係機関が連携した実働水防訓練の実施
県

町村

木曽圏域の減災に係る取組の進捗状況

■広域避難を
考慮したハ
ザードマップ
の作成･周知
等

対応する課題
(1)(2)(3)
(12)(15)(16)
(17)(18)

■避難勧告の
発令に着目し
たタイムライ
ンの作成

対応する課題
(7)(8)(9)
(10)(11)(13)
(14)

■防災教育や
防災知識の普
及

対応する課題
(4)(5)(6)
(19)(20)(21)
(22)(23)(24)

■より効果的
な水防活動の
実施及び水防
体制の強化

対応する課題
(25)(26)(27)
(28)(29)(30)
(31)(32)(33)
(34)(35)(37)
(38)(40)

資料－１



2/2木曽圏域の減災に係る取組の進捗状況
様式１

　②洪水氾濫による被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組

項　目 主な取組項目 取組機関 令和３年度の実施 令和４年度の予定 備　　　　　考

・水防活動の担い手となる消防団（水防団）等、協力団
体の募集指定を促進(広報誌､市のイベント、コミュニ
ティー放送等）

町村

上松町：広報誌・ポスター掲示等による団員募集を実施
南木曽町：ポスターの掲示、広報掲載を実施
木曽町：広報誌への掲載・ポスター等による団員募集を実施
大桑村：広報誌による団員募集を実施、郡協会で女性団員募集ポス
ター更新、掲示

上松町：広報誌・ポスター掲示等による団員募集を実施予定
南木曽町：ポスターの掲示、広報掲載を実施予定
木曽町：企画展や広報誌・ポスター掲示により団員募集を実施予定
大桑村：広報誌による団員募集を実施予定、団員募集ポスター更
新、掲示予定、ＳＮＳ等を活用し自団活動の周知を予定

・地域の建設業者による水防支援体制の検討・構築 町村
王滝村：協定を継続
大桑村：協力事業所としての構築を継続

木曽町：協定を継続
王滝村：協定を継続
大桑村：協力事業所としての構築を継続

・重要水防区域の公表
県

町村

県：県ホームページで公表済

・災害拠点となり得る施設・資材・備品の強化等
県

町村

上松町：防災備蓄倉庫２棟増設。防災備蓄品についても、計画的に
購入、更新した。
南木曽町：防災倉庫、防災拠点の備蓄品の更新
木曽町：備畜品等の整理、更新
木祖村：備蓄品を購入
王滝村：備蓄品を計画的に購入
大桑村：備蓄品を購入

県：災害応急対応の備蓄ブロックを制作予定
上松町：防災備蓄品について、計画的に購入・更新予定
南木曽町：防災倉庫、防災拠点の備蓄品の更新予定
木曽町：備畜品等の整理、更新予定
木祖村：備蓄品を購入予定
王滝村：備蓄品を計画的に購入
大桑村：備蓄品を購入予定

・住民等への情報伝達の体制強化
県

町村

県：信州防災アプリをリリース
木祖村：防災無線の内容をケーブルテレビの音声告知端末でも流す
ように運用を変更

県：信州防災アプリの利用促進（ポスター掲示等）
木祖村：防災無線の内容をケーブルテレビの音声告知端末で自動に
流すように変更予定

・情報伝達訓練の実施
ダム管理者

県
町村

ダム管理者、県、町村、関係機関：防災操作連絡会 4月15日実施
ダム管理者、県、町村、関係機関：情報伝達訓練 4月19,20日実施

南木曽町：防災訓練と併せて実施

ダム管理者、県、町村、関係機関：防災操作連絡会 4月15日実施
ダム管理者、県、町村、関係機関：情報伝達訓練 4月25,26日実施

南木曽町：防災訓練と併せて実施予定

全国一斉洪水対応演習に合わせ実施

　③一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための排水活動の取組

項　目 主な取組項目 取組機関 令和３年度の実施 令和４年度の予定 備　　　　　考
■排水訓練の
実施
対応する課題
(1)(41)

・排水（ポンプ車）訓練の実施
県

町村

県：排水ポンプ車の操作訓練に参加予定
木曽町：総合防災訓練等において実施予定

ハード対策の主な取組
項　目 主な取組項目 取組機関 令和３年度の実施 令和４年度の予定 備　　　　　考

・優先的に実施する堤防、護岸等の整備 県

・木曽川 　上松町 諸原～木祖村 薮原　：護岸工
　　　　　（上松町諸原、木祖村藪原）
・ヒゲ沢川 木曽町 髭沢　：護岸工

・木曽川 　上松町 諸原～木祖村 薮原　：護岸工
　　　　　（上松町諸原）
・ヒゲ沢川 木曽町 髭沢　：護岸工

・木曽川 　上松町 諸原～木祖村 薮原　：護岸工
　　　　　（木曽町川西）

・適時、適切な維持管理の実行 県

・県単河畔林整備事業で河川内の支障木を伐採
　（南木曽町、大桑村）
・河川施設の修繕および埋塞土除去等は適宜対応

・県単河畔林整備事業で河川内の支障木を伐採
　（南木曽町伊勢小屋沢）
・河川施設の修繕および埋塞土除去等は適宜対応

・R4まで県単河畔林整備事業で支障木を伐採予定

・雨量、水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握･伝
達するための基盤の整備

県
町村

県：「川の水位情報」から危機管理型水位計のデータを提供。簡易
型河川監視カメラについては、令和2年4月からデータの提供開始

県：簡易型河川監視カメラの設置（４箇所）

県：引き続き「川の水位情報」から危機管理型水位計のデータを提
供。簡易型河川監視カメラについては、令和2年4月からデータの提
供開始
上松町：令和３年８月豪雨で土石流が発生した宮戸沢に、小型気象
観測装置を設置し、雨量等を観測予定。

（設置済機器：県）
・水位計：３基
・危機管理型水位計：10基
・簡易型河川監視カメラ：11箇所

・防災行政無線の改良(デジタル化)、防災ラジオ、ディ
スプレイ付戸別受信機の配布等

町村

木曽町：ディスプレイ付戸別受信機の配布準備
王滝村：防災行政無線（移動系）のデジタル化更新（実施設計）
大桑村：防災行政無線（操作卓）更新
　　　　新庁舎建設に伴う移転（R4.3）

木曽町：ディスプレイ付戸別受信機の配布（希望者がいた場合）
王滝村：防災行政無線（移動系）のデジタル化更新（工事施工）
大桑村：防災行政無線（操作卓）更新及び移転完了
　　　　（5/6～　新庁舎開庁に伴い運用開始）

・水防活動を支援するための新技術を活用した水防資機
材等の配備

県
町村

・水位計や量水標、CCTVカメラ等の設置
県

町村

県：「川の水位情報」から危機管理型水位計のデータを提供。簡易
型河川監視カメラについては、令和2年4月からデータの提供開始

県：簡易型河川監視カメラの設置（４箇所）

県：引き続き「川の水位情報」から危機管理型水位計のデータを提
供。簡易型河川監視カメラについては、令和2年4月からデータの提
供開始

（設置済機器：県）
・水位計：３基
・危機管理型水位計：10基
・簡易型河川監視カメラ：11箇所

・浸水時においても災害対応を継続するための施設の整
備及び、庁舎・自家発電装置・ライフライン等の耐水化

県
町村

・ホームページの整備 県

長野県河川砂防情報ステーションにより各種情報を提供している
（スマートホンに対応）

長野県河川砂防情報ステーションにより各種情報を提供している
（スマートホンに対応）

■洪水を河川
内で安全に流
す対策

対応する課題
(31)(42)

■避難行動､
水防活動排水
活動に資する
基盤等の整備

対応する課題
(4)(5)(6)
(19)(20)(21)
(22)(23)(24)
(36)(39)

■より効果的
な水防活動の
実施及び水防
体制の強化

対応する課題
(25)(26)(27)
(28)(29)(30)
(31)(32)(33)
(34)(35)(37)
(38)(40)


