
 

令和４年度大阪府水防計画改定（本編） 新旧対照表一覧表（令和４年４月２７日） 

 
 

頁 章 節 標題 現水防計画での記載内容 修正案 修正等理由・備考 

2 1 2 用語の定義 １６．水位到達情報 

（中略） 

水位周知海岸においては、高潮氾濫危険水位（下記２１）へ

の到達及び水位周知海岸で発生した氾濫に関する「高潮氾

濫発生情報」および高潮氾濫危険水位を下回ったことに関

する「高潮氾濫発生情報解除」のことをいう。 

 

１６．水位到達情報 

（中略） 

水位周知海岸においては、高潮氾濫危険特別警戒水位（下記

２１２２）への到達及び水位周知海岸で発生した氾濫に関

する「高潮氾濫発生情報」および高潮氾濫危険特別警戒水位

を下回ったことに関する「高潮氾濫発生情報解除」のことを

いう。 

 

内閣府「避難情報に関する

ガイドライン」の改正に伴

う修正。 

3 1 2 用語の定義 ２１．高潮氾濫危険水位 

 高潮により相当な損害を生ずるおそれがある水位をい

う。水位周知海岸においては、高潮特別警戒水位に相当する

（法13条の3）。市町村長の緊急安全確保の発令判断の目安

となる水位である。 

 

２１．高潮氾濫危険水位 

 高潮により相当な損害を生ずるおそれがある水位をい

う。水位周知海岸においては、高潮特別警戒水位に相当する

（法13条の3）。市町村長の緊急安全確保の発令判断の目安

となる水位である。 

内閣府「避難情報に関する

ガイドライン」の改正に伴

う削除。 

3 1 2 用語の定義 ２２．洪水特別警戒水位（法第13条に規定される洪水特別

警戒水位） 

（略） 

 

２２２１．洪水特別警戒水位（法第13条に規定される洪水

特別警戒水位） 

（略） 

 

項目番号の修正。 

3 1 2 用語の定義 ２３．高潮特別警戒水位 

 水位周知海岸において、高潮による災害の発生を特に警

戒すべき水位をいう。高潮氾濫危険水位に相当。都道府県知

事は、指定した水位周知海岸においてこの水位に到達した

ときは、水位到達情報を発表しなければならない。 

 

 

２３２２．高潮特別警戒水位（法13条の3） 

 水位周知海岸において、高潮による災害の発生を特に警

戒すべき水位をいう。高潮氾濫危険水位に相当。都道府県知

事は、指定した水位周知海岸においてこの水位に到達した

ときは、水位到達情報を発表しなければならない。市町村長

の緊急安全確保の発令判断の目安となる水位である。 

 

内閣府「避難情報に関する

ガイドライン」の改正に伴

う修正。 

3 1 2 用語の定義 ２４．重要水防区域 

（略） 

２５．洪水浸水想定区域（法第14条） 

（略） 

２６．高潮浸水想定区域（法第14条の3） 

（略） 

 

２４２３．重要水防区域 

（略） 

２５２４．洪水浸水想定区域（法第14条） 

（略） 

２６２５．高潮浸水想定区域（法第14条の3） 

（略） 

 

項目番号の修正。 



3 1 2 用語の定義 ２５．洪水浸水想定区域（法第14条） 

 洪水時の円滑かつ迅連な避難を確保し、又は浸水を防止

することにより、水災による被害の軽減を図るため、洪水予

報河川及び水位周知河川について、想定し得る最大規模の

降雨（平成 26年法改正後の第 14条第 1項の規定により指

定されるまでは、河川整備の計画降雨、以下同じ）により当

該河川が氾濫した場合に浸水が想定されるとして国土交通

大臣又は都道府県知事が指定した区域をいう。 

 

２５２４．洪水浸水想定区域（法第14条） 

 洪水時の円滑かつ迅連な避難を確保し、又は浸水を防止

することにより、水災による被害の軽減を図るため、洪水予

報河川及び、水位周知河川及びその他河川について、想定し

得る最大規模の降雨（平成 26年法改正後の第 14条第 1項

の規定により指定されるまでは、河川整備の計画降雨、以下

同じ）により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される

として国土交通大臣又は都道府県知事が指定した区域をい

う。 

 

法改正を反映。 

4 1 2 用語の定義 ２７．大阪府災害対策本部等(災害対策基本法第 23 条、第

40条) 

（略） 

２８．河川協力団体(河川法第58条の8第1項) 

（略） 

 

２７２６．大阪府災害対策本部等(災害対策基本法第23条、

第40条) 

（略） 

２８２７．河川協力団体(河川法第58条の8第1項) 

（略） 

 

項目番号の修正。 

6 1 3 水防の責任等 ５．知事(大阪府水防本部)の責任 

(3) 高潮に係る水位情報の通知及び周知 知事はあらかじ

め指定した海岸について、高潮氾濫危険水位（高潮特別警戒

水位）を定め、当該海岸の水位がこれに達したときは、その

旨を当該海岸の水位を示して、直ちに水防計画で定める水

防管理者及び量水標等の管理者に通知するとともに、必要

に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させな

ければならない。（以下略） 

 

５．知事(大阪府水防本部)の責任 

(3) 高潮に係る水位情報の通知及び周知 知事はあらかじ

め指定した海岸について、高潮氾濫危険水位（高潮特別警戒

水位）を定め、当該海岸の水位がこれに達したときは、その

旨を当該海岸の水位を示して、直ちに水防計画で定める水

防管理者及び量水標等の管理者に通知するとともに、必要

に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させな

ければならない。（以下略） 

 

内閣府「避難情報に関する

ガイドライン」の改正に伴

う修正。 

6 1 3 水防の責任等 ５．知事(大阪府水防本部)の責任 

(5) 洪水浸水想定区域 知事は(1)及び(2)で指定した河川

について、想定し得る最大規模の降雨により氾濫した場合

に浸水が想定される区域を、洪水浸水想定区域として指定

するものとし、指定した場合には、指定の区域及び浸水した

場合に想定される水深を公表し、関係市町村長に通知しな

ければならない。 

 

５．知事(大阪府水防本部)の責任 

(5) 洪水浸水想定区域 知事は(1)及び(2)で指定した河川

及び河川法第９条第２項に規定する指定区間内の一級河川

又は同法第１項に規定する二級河川のうち洪水による災害

の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準

に該当する河川について、想定し得る最大規模の降雨によ

り氾濫した場合に浸水が想定される区域を、洪水浸水想定

区域として指定するものとし、指定した場合には、指定の区

域及び浸水した場合に想定される水深を公表し、関係市町

村長に通知しなければならない。 

 

法改正を反映。 

6- 

7 

1 3 水防の責任等 ６．市町村防災会議(市町村長)の責任 

(1)市町村防災会議(または市町村長)は、洪水浸水想定区域

６．市町村防災会議(市町村長)の責任 

(1)市町村防災会議(または市町村長)は、洪水浸水想定区域

法改正を反映。 



の指定又は高潮浸水想定区域の指定があったときは、市町

村地域防災計画において、少なくとも当該洪水浸水想定区

域又は高潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について

定めるものとする。 

①洪水予報、水位到達情報の伝達方法 

（以下略） 

の指定又は、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域

の指定があったときは、市町村地域防災計画において、少な

くとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は

高潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定める

ものとする。 

①洪水予報、水位到達情報、その他人的被害が生ずるおそれ

がある洪水、雨水出水又は高潮に関する情報の伝達方法 

（以下略） 

 

8 1 3 水防の責任等 １４．市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定めら

れた要配慮者利用施設の所有者又は管理者の義務 

（中略） 

当該施設の所有者又は管理者は、当該施設の利用者の洪

水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を実施

し、その結果を市町村長に報告をしなければならない。 

 

１４．市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定めら

れた要配慮者利用施設の所有者又は管理者の義務 

（中略） 

当該施設の所有者又は管理者は、当該施設の利用者の洪

水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を実施

し、その結果を市町村長に報告をしなければならない。 

 計画の作成、訓練結果の報告を受けた市町村長は必要な

助言又は勧告をすることができる。 

 

法改正を反映。 

10 2 1 大阪府内の水防組織 事業管理室 

都市計画室 

 

事業調整室 

公園課 

組織改編による変更。 

11 2 2 大阪府水防本部機構

図 

事業管理室班 

都市計画室班 

事業管理室長 

事業管理室事業企画課参事 

 

事業調整室班 

公園課班 

事業調整室長 

事業調整室都市防災課参事 

組織改編による変更。 

20 4 2 水防管理団体の水防

態勢 

２．作業員に対する出動準備及び出動 

（１）出動準備 

 （中略） 

ア 河川又はため池の水位が水防団待機水位に達したと

き。（ただし、降雨が全く無く、感潮による影響のみの

場合は別途判断による） 

 

２．作業員に対する出動準備及び出動 

（１）出動準備 

 （中略） 

ア 河川又はため池の水位が水防団待機水位に達し、なお

上昇のおそれがあるたとき。（ただし、降雨が全く無く、

感潮による影響のみの場合は別途判断による） 

 

記載内容の修正。 

23 5 1 気象予報、警報 ＜大雨注意報の発表基準説明事項＞ 

（中略） 

具体的には表１－２の条件に該当する場合である。 

 

＜洪水注意報の発表基準説明事項＞ 

＜大雨注意報の発表基準説明事項＞ 

（中略） 

具体的には別表１－２３の条件に該当する場合である。 

 

＜洪水注意報の発表基準説明事項＞ 

項目番号の修正。 



（中略） 

具体的には表２－２の条件に該当する場合である。 

 

＜高潮注意報の発表基準説明事項＞ 

（中略） 

具体的には表３の条件に該当する場合である。 

 

（中略） 

具体的には別表２－２４の条件に該当する場合である。 

 

＜高潮注意報の発表基準説明事項＞ 

（中略） 

具体的には別表３５の条件に該当する場合である。 

 

24 5 1 気象予報、警報 ＜大雨警報の発表基準説明事項＞ 

（中略） 

具体的には表１－１の条件に該当する場合である。 

 

＜洪水警報の発表基準説明事項＞ 

（中略） 

具体的には表２－１の条件に該当する場合である。 

 

＜高潮警報の発表基準説明事項＞ 

（中略） 

具体的には表３の条件に該当する場合である。 

 

＜大雨警報の発表基準説明事項＞ 

（中略） 

具体的には別表１－１の条件に該当する場合である。 

 

＜洪水警報の発表基準説明事項＞ 

（中略） 

具体的には別表２－１の条件に該当する場合である。 

 

＜高潮警報の発表基準説明事項＞ 

（中略） 

具体的には別表３５の条件に該当する場合である。 

 

項目番号の修正。 

25 5 1 気象予報、警報 ＜（注４）の説明事項＞ 

（中略） 

「市町村をまとめた地域の名称（表１を参照）」を用いる

場合がある。 

 

＜（注４）の説明事項＞ 

（中略） 

「市町村をまとめた地域の名称（別表１を参照）」を用い

る場合がある。 

 

項目番号の修正。 

25 5 1 気象予報、警報 ＜（大雨警報・洪水警報等を補足する情報）の説明事項＞ 

気象庁は、注意報、警報、特別警報、土砂災害警戒情報を

補足する情報として、大雨警報（土砂災害）の危険度分布、

大雨警報（浸水害）の危険度分布、洪水警報の危険度分布

および流域雨量指数の予測値を発表する。（以下略） 

 

＜（大雨警報・洪水警報等を補足する情報）の説明事項＞ 

気象庁は、注意報、警報、特別警報、土砂災害警戒情報を

補足する情報として、大雨警報（土砂災害）の危険度分布

土砂キキクル、大雨警報（浸水害）の危険度分布浸水キキ

クル、洪水警報の危険度分布洪水キキクルおよび流域雨量

指数の予測値を発表する。（以下略） 

 

 

「危険度分布」の愛称を

「キキクル」と定めたこと

による修正。 

25 5 1 気象予報、警報 ＜（大雨警報・洪水警報等を補足する情報）の表内記載＞ 

大雨警報（土砂災害）の危険度分布 

  

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#zoom:10/lat:34.660

322/lon:135.419540/colordepth:normal/elements:land 

 

＜（大雨警報・洪水警報等を補足する情報）の表内記載＞ 

大雨警報（土砂災害）の危険度分布土砂キキクル 

 

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#zoom:9/lat:34.6603

22/lon:135.419540/colordepth:normal/elements:land 

 

「危険度分布」の愛称を

「キキクル」と定めたこと

による修正。 



26 5 1 気象予報、警報 ＜（大雨警報・洪水警報等を補足する情報）の表内記載＞ 

大雨警報（浸水害）の危険度分布 

  

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#zoom:10/lat:34.660

322/lon:135.419540/colordepth:normal/elements:inund 

 

＜（大雨警報・洪水警報等を補足する情報）の表内記載＞ 

大雨警報（浸水害）の危険度分布浸水キキクル 

 

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#zoom:9/lat:34.6603

22/lon:135.419540/colordepth:normal/elements:inund 

 

「危険度分布」の愛称を

「キキクル」と定めたこと

による修正。 

26 5 1 気象予報、警報 ＜（大雨警報・洪水警報等を補足する情報）の表内記載＞ 

洪水警報の危険度分布 

  

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#zoom:10/lat:34.660

322/lon:135.419540/colordepth:normal/elements:flood 

 

＜（大雨警報・洪水警報等を補足する情報）の表内記載＞ 

洪水警報の危険度分布洪水キキクル 

 

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#zoom:9/lat:34.6603

22/lon:135.419540/colordepth:normal/elements:flood 

 

「危険度分布」の愛称を

「キキクル」と定めたこと

による修正。 

28- 

35 

5 1 気象予報、警報 （表1-1）大雨警報基準 

（表1-2）大雨注意報基準 

（表2-1）洪水警報基準 

（表2-2）洪水注意報基準 

（表3）高潮警報・注意報基準 

（表4）特別警報基準 

 

（別表1-1）大雨警報基準 

（別表1-23）大雨注意報基準 

（別表2-1）洪水警報基準 

（別表2-24）洪水注意報基準 

（別表35）高潮警報・注意報基準 

（別表46）特別警報基準 

 標題を変更のうえ、最新の基準表に変更。 

 

最新の内容に更新（令和 3

年6月8日に基準変更）。 

44 5 4 大阪府知事指定河川

の洪水予報 

３．石川洪水予報通信連絡系統図 

 大阪府都市計画室公園課 

 

３．石川洪水予報通信連絡系統図 

 大阪府公園課 

組織改編による変更。 

45 5 4 大阪府知事指定河川

の洪水予報 

４．寝屋川流域洪水予報通信連絡系統図 

 大阪府都市計画室公園課 

 

４．寝屋川流域洪水予報通信連絡系統図 

 大阪府公園課 

組織改編による変更。 

49 5 5 水位周知河川の水位

到達情報 

２．水位到達情報 

（中略） 

 水位周知河川の河川名、発表者及び通知先は第５節４、発

表する情報は下表、起点及び終点並びに対象量水標及びそ

の対象量水標における避難判断水位及び氾濫危険水位（洪

水特別警戒水位）は第６節９「知事指定河川」の１．洪水区

域にあり、その発表文は資料編様式第９号、第９-１号及び

第９－２号のとおりである。 

 

 

 

２．水位到達情報 

（中略） 

 水位周知河川の河川名、発表者及び通知先は第５節４、発

表する情報は下表、起点及び終点並びに対象量水標及びそ

の対象量水標における避難判断水位及び氾濫危険水位（洪

水特別警戒水位）は第６７節９「知事指定河川」の１．洪水

区域にあり、その発表文は資料編様式第９号、第９-１号及

び第９－２号のとおりである。 

 

節番号の修正。 



49 5 5 水位周知河川の水位

到達情報 

３．連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

３．連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

水防本部でも代理で連絡

を行う運用としたため。 

50 5 5 水位周知河川の水位

到達情報 

４．水位情報の発信者及び連絡先 

＜指定河川に対する水位到達情報通知先：受報担当者＞ 

・余野川、箕面川 

 池田市 水防管理者 都市建設部長 

 

４．水位情報の発信者及び連絡先 

＜指定河川に対する水位到達情報通知先：受報担当者＞ 

・余野川、箕面川 

 池田市 水防管理者 都市建設整備部長 

 

組織名変更。 

52 5 5 水位周知河川の水位

到達情報 

４．水位情報の発信者及び連絡先 

＜指定河川に対する水位到達情報通知先：受報担当者＞ 

・芦田川 

 高石市 水防管理者   総務部長 

 高石市 危機管理担当者 同上 

 

４．水位情報の発信者及び連絡先 

＜指定河川に対する水位到達情報通知先：受報担当者＞ 

・芦田川 

 高石市 水防管理者   総務部土木管理課長 

 高石市 危機管理担当者 同上危機管理課長 

 

連絡担当者の修正。 

52 5 5 水位周知河川の水位

到達情報 

４．水位情報の発信者及び連絡先 

＜指定河川に対する水位到達情報通知先：受報担当者＞ 

貝塚市 水防管理者 危機管理課長 

泉佐野市 水防管理者 市民協働部危機管理担当参事 

阪南市 水防管理者 管理課長 

 

４．水位情報の発信者及び連絡先 

＜指定河川に対する水位到達情報通知先：受報担当者＞ 

貝塚市 水防管理者 危機管理室長 

泉佐野市 水防管理者 危機管理課長 

阪南市 水防管理者 河川農水課長 

組織・事務分掌の変更 

53 5 6 水位周知海岸の水位

到達情報 

２．水位到達情報 

 知事が指定する水位周知海岸について、高潮氾濫危険水

位（法第13条の３で規定される高潮特別警戒水位で、高潮

による災害の発生を特に警戒する水位）に到達した場合に

は、その旨を水防管理者及び量水標管理者に通知するとと

もに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周

知するものとする。 

 なお、水位周知海岸の海岸名、発表者及び通知先は第６節

４、発表する情報は下表、その発表文は資料編様式第９-３

号、第９-４号及び第９-５号のとおりである。 

 

＜「発表の基準」の記載＞ 

２．水位到達情報 

 知事が指定する水位周知海岸について、高潮氾濫危険特

別警戒水位（法第13条の３で規定される高潮特別警戒水位

で、高潮による災害の発生を特に警戒する水位）に到達した

場合には、その旨を水防管理者及び量水標管理者に通知す

るとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一

般に周知するものとする。 

 なお、水位周知海岸の海岸名、発表者及び通知先は第６節

４、発表する情報は下表、その発表文は資料編様式第９-３

号、及び第９-４号及び第９-５号のとおりである。 

 

＜「発表の基準」の記載＞ 

内閣府「避難情報に関する

ガイドライン」の改正に伴

う修正及び様式番号の修

正。 

  



高潮氾濫危険水位OP+3.50ｍ 

 

高潮氾濫危険特別警戒水位OP+3.50ｍ 

 

54 5 6 水位周知海岸の水位

到達情報 

４．水位情報の発信者及び連絡先 

＜指定海岸に対する水位情報通知先：受報担当者＞ 

 忠岡町 危機管理担当者 自治政策課長 

貝塚市 危機管理担当者 危機管理課長 

泉佐野市 水防管理者  危機管理室長 

 

４．水位情報の発信者及び連絡先 

＜指定海岸に対する水位情報通知先：受報担当者＞ 

 忠岡町 危機管理担当者 危機管理課長 

貝塚市 危機管理担当者 危機管理室長 

泉佐野市 水防管理者  危機管理課長 

 

組織変更による修正。 

55 5 7 水防警報及び水防情

報 

２．知事の行う水防警報 

（中略） 

 その河川名及び海岸名、発表担当者及び通知先は第６節

９「知事指定河川・海岸」及び 10、その発表文は資料編様

式第10号、10－１号のとおりである。 

 

２．知事の行う水防警報 

（中略） 

 その河川名及び海岸名、発表担当者及び通知先は第６７

節９「知事指定河川・海岸」及び 10、その発表文は資料編

様式第10号、10－１号のとおりである。 

節番号の修正。 

61 5 7 水防警報及び水防情

報 

６．知事の行う水防警報連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．知事の行う水防警報連絡系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水防本部でも代理で連絡

を行う運用としたため。 

（近地津波の記載はP55と

重複するため削除） 

62- 

63 

5 7 水防警報及び水防情

報 

８．発表者及び通知先 

＜受報：受報担当者＞ 

 事業管理室事業企画課参事 

８．発表者及び通知先 

＜受報：受報担当者＞ 

 事業調整室都市防災課参事 

 

組織名変更。 

70 5 7 水防警報及び水防情

報 

10．発表者及び通知先 

＜指定河川・海岸に対する警報通知先：受報担当者＞ 

・余野川、箕面川 

 池田市 水防管理者 都市建設部長 

 

10．発表者及び通知先 

＜指定河川・海岸に対する警報通知先：受報担当者＞ 

・余野川、箕面川 

 池田市 水防管理者 都市建設整備部長 

 

組織名変更。 

72 5 7 水防警報及び水防情

報 

10．発表者及び通知先 

＜指定河川・海岸に対する警報通知先：受報担当者＞ 

・恩智川（上流域）、平野川（上流域）、石川（下流域） 

 柏原市 水防管理者 都市整備部長 

10．発表者及び通知先 

＜指定河川・海岸に対する警報通知先：受報担当者＞ 

・恩智川（上流域）、平野川（上流域）、石川（下流域） 

 柏原市 水防管理者 都市整備デザイン部長 

組織名変更。 

  



73 5 7 水防警報及び水防情

報 

10．発表者及び通知先 

＜指定河川・海岸に対する警報通知先：受報担当者＞ 

・石川（下流域） 

 柏原市 水防管理者 都市整備部長 

 

10．発表者及び通知先 

＜指定河川・海岸に対する警報通知先：受報担当者＞ 

・石川（下流域） 

 柏原市 水防管理者 都市整備デザイン部長 

 

組織名変更。 

75 5 7 水防警報及び水防情

報 

10．発表者及び通知先 

＜指定河川・海岸に対する警報通知先：受報担当者＞ 

貝塚市 水防管理者 危機管理課長  

泉佐野市 水防管理者 市民協働部危機管理担当参事 

阪南市 水防管理者 管理課長 

 

10．発表者及び通知先 

＜指定河川・海岸に対する警報通知先：受報担当者＞ 

貝塚市 水防管理者 危機管理室長 

泉佐野市 水防管理者 危機管理課長 

阪南市 水防管理者 河川農水課長 

 

組織変更による修正。 

80 5 9 土砂災害警戒情報 ＜冒頭の説明事項＞ 

（中略） 

大阪府及び気象庁では 1km 四方の領域（メッシュ）ごとに

土砂災害の危険度を色分けして表示したものをメッシュ情

報として公開する。 

なお、警戒すべき区域については、資料編土砂災害警戒区

域等一覧表参照。 

 

１．警戒すべき区域及び市町村 

 警戒すべき区域は、大阪府内土砂災害危険箇所（土石流危

険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり崩壊危険箇所）及

び土砂災害警戒区域等である。 

 

＜冒頭の説明事項＞ 

（中略） 

大阪府及び気象庁では 1km 四方の領域（メッシュ）ごとに

土砂災害の危険度を色分けして表示したものをメッシュ情

報として公開する。 

なお、警戒すべき区域については、資料編土砂災害警戒区

域等一覧表参照。 

 

１．警戒すべき区域及び市町村 

 警戒すべき区域は、大阪府内土砂災害危険箇所（土石流危

険渓流、急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり崩壊危険箇所）及

び土砂災害警戒区域等である。（資料編土砂災害警戒区域等

一覧表参照。） 

 

記載する箇所を変更して

一部修正。 

81 5 9 土砂災害警戒情報 ４．措置 

＜情報の種類＞ 

・大雨警報（土砂災害）かつメッシュ情報で大雨警報（土砂

災害）の基準到達 

・土砂災害警戒情報（２時間後予測） 

 

４．措置 

＜情報の種類＞ 

・大雨警報（土砂災害）かつまたはメッシュ情報で大雨警報

（土砂災害）の基準警戒【警戒レベル３相当】に到達 

・土砂災害警戒情報（２時間後予測）【警戒レベル４相当】 

記載内容の修正。 

83 5 10 警戒レベル ２．警戒レベル相当情報 

＜警戒レベル２，３，４：洪水に関する情報＞ 

 洪水警報の危険度分布 

２．警戒レベル相当情報 

＜警戒レベル２，３，４：洪水に関する情報＞ 

 洪水警報の危険度分布洪水キキクル 

 

「危険度分布」の愛称を

「キキクル」と定めたこと

による修正。 

84 5 10 警戒レベル ２．警戒レベル相当情報 

＜（注２）の説明事項＞ 

避難情報に関するガイドラインでは、大雨警報（土砂災

２．警戒レベル相当情報 

＜（注２）の説明事項＞ 

避難情報に関するガイドラインでは、大雨警報（土砂災

「危険度分布」の愛称を

「キキクル」と定めたこと

による修正。 



害）の危険度分布、（以下略） 

 

害）の危険度分布土砂キキクル、（以下略） 

 

90 8 2 非常警戒 （4）堤防の溢水状況 

 

（4）堤防の越水又は溢水状況 

 

記載内容の修正。 

94 10 2 決壊等後の処置 ２．河川管理者による関係者及び一般への周知 

 堤防又はダムが決壊したとき又は越水・溢水若しくは異

常な漏水が発生したとき（氾濫発生情報を発表する場合を

除く）、河川管理者は関係者及び一般への周知を行う。伝達

方法は、第５章第５節の水位情報周知河川の水位到達情報

の「３.連絡系統図」を準用し、一般へは報道機関を通じて

周知する。 

 

２．河川管理者による関係者及び一般への周知 

 堤防又はダムが決壊したとき又は越水・溢水若しくは異

常な漏水が発生したとき（氾濫発生情報を発表する場合を

除く）、河川管理者は関係者及び一般への周知を行う。伝達

方法は、第５章第５節の水位情報周知河川の水位到達情報

の「３.連絡系統図」を準用し、一般へは報道機関を通じて

周知する。 

 

記載内容の修正。 

98 13 2 身分証票  水防法第49条第2項による本府職員の身分証票は資料編

様式13号のとおりとする。 

 

水防法第49条第2項による本府職員の身分証票は資料編

様式第13号のとおりとする。 

記載内容の追加。 

102 17 1 洪水浸水想定区域の

指定状況 

＜冒頭の説明事項＞ 

国土交通省及び府は、洪水予報河川及び水位周知河川に

ついて、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪

水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場

合に想定される水深を公表するとともに、関係市町村の長

に通知するものとする。 

洪水予報河川及び水位周知河川の洪水浸水想定区域の指

定、公表状況及び関係市町村は、以下のとおりである。 

 

 

＜冒頭の説明事項＞（中略） 

国土交通省及び府は、洪水予報河川及び、水位周知河川及

びその他河川について、河川が氾濫した場合に浸水が想定

される区域を洪水浸水想定区域として指定し、指定の区域

及び浸水した場合に想定される水深を公表するとともに、

関係市町村の長に通知するものとする。 

洪水予報河川及び、水位周知河川及びその他河川の洪水

浸水想定区域の指定、公表状況及び関係市町村は、以下のと

おりである。 

 

法改正を反映。 

102- 

104 

17 1 洪水浸水想定区域の

指定状況 

浸水想定区域公表ＨＰアドレス 

http:// 

（以下略） 

 

浸水想定区域公表ＨＰアドレス 

https:// 

（以下略） 

リンク先の修正。 

105 17 1 洪水浸水想定区域の

指定状況 

府管理水位周知河川 

（以下略） 

 

 

 

府管理水位周知河川 

（中略） 

 

府管理その他河川 

府管理その他河川（西大阪

ブロックの河川）を追加。 



 

 

106 17 3 浸水想定区域におけ

る円滑かつ迅速な避

難の確保及び浸水の

防止のための措置 

市町村防災会議は、洪水予報河川、水位周知河川及び水位

周知海岸について、浸水想定区域の指定があったときは、市

町村地域防災計画において、少なくとも当該浸水想定区域

ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。 

①洪水予報、水位到達情報の伝達方法 

（以下略） 

 

市町村防災会議は、洪水予報河川、水位周知河川及び水位

周知海岸について、洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区

域又は高潮浸水想定区域の指定があったときは、市町村地

域防災計画において、少なくとも当該浸水想定区域ごとに、

次に掲げる事項について定めるものとする。 

①洪水予報、水位到達情報、その他人的被害が生ずるおそれ

がある洪水、雨水出水又は高潮に関する情報の伝達方法 

（以下略） 

 

法改正を反映。 

107 17 7 要配慮者利用施設の

利用者の避難の確保

のための措置に関す

る計画の作成等 

 水防法第15条第１項の規定により市町村地域防災計画に

名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又

は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配

慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の

確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を

作成し、これを市町村長へ報告するとともに、当該要配慮者

利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保

のための訓練を実施し、その結果を市町村長に報告するも

のとする。さらに、自衛水防組織を置くよう努めるものとす

ることとする。 

（以下略） 

 

 水防法第15条第１項の規定により市町村地域防災計画に

名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又

は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配

慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の

確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を

作成し、これを市町村長へ報告するとともに、当該要配慮者

利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保

のための訓練を実施し、その結果を市町村長に報告するも

のとする。さらに、自衛水防組織を置くよう努めるものとす

ることとする。また、計画の作成、訓練結果の報告を受けた

市町村長は避難確保計画及び避難訓練の内容について助言

又は勧告をすることができる。 

（以下略） 

 

法改正を反映。 

111- 

126 

  関連法令等 

「水防法」 

（省略） 下記の条文を最新版に更新。 

第二条、第十三条の二、第十四条、第十四条の二、第十四条

の三、第十五条、第十五条の三 

 

法改正に伴う最新の内容

に更新。 

138   大阪府水防協議会構

成 

大阪市建設局工務担当部長 

西日本電信電話株式会社大阪支店災害対策室次長 

讀賣テレビ放送株式会社報道局報道部長 

大阪市建設局道路河川部長 

西日本電信電話株式会社関西支店災害対策室長 

テレビ大阪株式会社報道スポーツ局報道部長 

構成委員の変更。 

府管理その他河川 

水系名 河 川 名 

浸水想定 

区  域 

公表時点 

想

定 

最

大 

浸水想定区域  

公表ＨＰアドレス 
関係市町村 

淀 川 

旧淀川（大川・

堂島川・安治

川）、土佐堀

川、木津川、尻

無川、正蓮寺

川、六軒家川 

R4.2.25 ○ 
https://www.pref.osaka.lg.jp/kasenseibi/keikaku

/kozuishinso.html 
大阪市 

 



139   大阪府防災行政無線

電話一覧 

【都市整備部】 

事業管理室 

都市計画室 

 

河川室 

無線電話番号8-200-2935 

 

【大阪港湾局】 

本局（泉大津） 

 

【都市整備部】 

事業調整室 

公園課 

 

河川室 

無線電話番号8-200-2934 

 

【大阪港湾局】 

泉州港湾・海岸部（泉大津） 

組織変更や改称等最新の

情報に更新。 

140   水防関係機関連絡先 【大阪府の機関】 

事業管理室 

都市計画室 

 

河川室 

NTT電話06-6944-9296 

無線電話番号8-200-2935 

 

岸和田土木事務所 

無線電話番号8-303-331,335 

 

【市町村水防管理者】 

池田市道路・河川課 

 

摂津市防災管財課 

 

枚方市土木政策課 

072-841-1221(内3801)  8-510-3801 

 

柏原市道路水路整備課 

072-972-1597 8-521-4321 

 

貝塚市危機管理課 

 

泉佐野市危機管理室 

 

泉南市危機管理課 

(NTT電話) 

 

【大阪府の機関】 

事業調整室 

公園課 

 

河川室 

NTT電話06-6944-7592 

無線電話番号8-200-2934 

 

岸和田土木事務所 

無線電話番号8-303-331,335,408 

 

【市町村水防管理者】 

池田市土木管理課 

 

摂津市防災危機管理課 

 

枚方市土木政策課 

072-841-1221(内3800)  8-510-3800 

 

柏原市都市管理課 

072-972-1598   8-521-4112 

 

貝塚市危機管理室 

 

泉佐野市危機管理課 

 

泉南市危機管理課 

(NTT電話)072-479-3601 

 

組織変更や改称等最新の

情報に更新。 



※「現水防計画での記載内容」については修正等する必要がある記述部分を具体的に記載してください。 

※修正・追加部分を 


