
章・節 変更事項 理由等

水防情報に関する主なホームページ 国交省、気象庁のURLを修正
国交省「川の防災情報」携帯ページ削除

時点修正。

目次（資料編） ページ番号の修正 時点修正。

3 １．３
用語の解説

洪水予報発表者の説明を修正。
危険レベル１表示の不要箇所を削除。

時点修正。

7 ３．水防管理団体（指定水防管理団体） 雲南市の防災行政無線番号の修正。 記載間違えによる修正。

7 ３．水防管理団体（指定水防管理団体） 松江市、浜田市、出雲市、益田市、安来市、江津市、雲
南市、川本町、美郷町、邑南町、津和野町、隠岐の島町
の水防団員数変更。

時点修正。

7 ４．水防管理団体（指定水防管理団体以外） 奥出雲町担当部課係名変更。 担当係名称の変更による修正。

7 ４．水防管理団体（指定水防管理団体以外） 奥出雲町、飯南町、西ノ島町、知夫村の水防団員数変
更。

時点修正。

8 ５．国の機関 陸上自衛隊第13偵察隊のFAX番号の修正。 記載間違えによる修正。

8 ６．県災害対策本部事務局、地区災害対策本
部総務班

隠岐支庁県民局の電話番号と防災行政無線番号の修
正。

記載間違えによる修正。

9 ７．県警本部、警察署 島根県警察本部、津和野町警察署の防災行政無線電
話番号の修正。

記載間違えによる修正。

9 ９．その他 土木部砂防課の担当部課係名の修正。 名称による修正。

14～15 ２．５水防訓練～３．１重要水防区域（別表第4
号表）

参考資料案内ページ番号の修正。 時点修正。

16 ３．２危険な箇所（別表第5号表）国交省河川 一括差し替え。 基準見直しが行われたため。

21～28 ５．１気象状況の連絡
１．気象等警報・注意報の発表

土壌雨量指数基準、流域雨量指数基準の数値を修正、
一括差替。
表の記載内容を修正。
参考資料案内ページ番号の修正。

時点修正。

29 2．気象等情報の発表 説明文の修正 時点修正。

30 ３．気象等警報・注意報・情報伝達系統図 伝達経路の修正。 時点修正。

31 ５．２．１雨量・水位の観測システム及び利用可
能な関係機関

国交省HP記載名を「川の防災情報」に変更。
情報内容の修正。
国機関URLの修正。
参考資料案内ページ番号の修正。

時点修正。

32 ２．雨量及び水位の観測～５．ダム等からの通
報

参考資料案内ページ番号の修正。 時点修正。

34～35 ６．広島県からの通報～５．３ダム水門樋門堰
の操作

参考資料案内ページ番号の修正。 時点修正。

36 ５．４．１洪水予報を行う河川及びその範囲 洪水予報を行う河川及びその受け持ち区間に変更。
基準地点を基準水位観測所に変更。
実施区域を受け持ち区間に変更。
受け持ち区間の情報を更新。

時点修正。

37 ５．４．３洪水予報の種類と発表基準 「情報名」、「発表基準」の文を修正。
注意書き４の追加。

最新の洪水予報発表様式に整合するた
め。

38 ５．４．４洪水予報河川（国）対象水位観測所及
び対象市町村

タイトルを「４洪水予報河川（国管理河川）基準水位観測
所及び対象市町村」に変更。

最新の洪水予報発表様式に整合するた
め。

39～42 ５．４．５ 斐伊川洪水予報伝達系統図
５．４．６ 神戸川洪水予報伝達系統図
５．４．７ 江の川（下流）洪水予報伝達系統図
５．４．８ 高津川・匹見川洪水伝達系統図

伝達機関の追加、伝達先番号の変更等。 伝達先を追加、伝達先番号の修正。

43 ５．５．１洪水予報を行う河川及びその範囲

５．５．４洪水予報河川（県）対象水位観測所及
び対象市町村

「５．５．１洪水予報を行う河川及びその受け持ち区間」に
変更。
「基準地点」を「基準水位観測所」に変更。
「実施区域」を「受け持ち区間」に変更。

「対象水位」を「基準水位」に修正。

最新の洪水予報発表様式に整合するた
め。

44～46 ５．５．５ 飯梨川洪水予報伝達系統図
５．５．６ 周布川洪水予報伝達系統図
５．５．７ 益田川洪水予報伝達系統図

伝達機関の追加、伝達先番号の変更等。 伝達先を追加、伝達先番号の修正。

49 ５．６．１③水位周知（国土交通省管理河川）通
報系統図

伝達先番号の変更。 伝達先番号の修正。

53 ５．７．１③水位到達情報（県管理河川）伝達系
統図

伝達先番号の変更。 伝達先番号の修正。

57 ５．８．３②水防警報（国土交通省管理河川）伝
達系統図

伝達先番号の変更。 伝達先番号の修正。

62 ５．９．３②水防警報（県管理河川）伝達系統図 伝達先番号の変更。 伝達先番号の修正。

65～66 ５．１０ホットライン 参考資料案内ページ番号の修正。 時点修正。

70 ５．１３．１６　避難勧告等の発令に関する情報
伝達経路

伝達先番号の変更。 伝達先番号の修正。

73～75 ５．１７．１水防資材器具等の整備並びに輸送
～５．１８．２報告

参考資料案内ページ番号の修正。 時点修正。
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76～82 雨量観測所一覧表 ＊の注意書き（計37箇所）を削除。
P79加茂の＊２表記を＊に修正。
P82　＊２の注意書きを削除。

森林整備課所管雨量計の運用廃止のた
め。

83～84 雨量観測所一覧表
（４）森林整備課関係

森林整備課所管雨量局の削除。
（旧P84は一括削除）

老朽化により施設を廃止するため。

87 雨量観測所一覧表
（７）中国電力関係

木地谷のフリガナを修正。小田、浜原ダムの電話番号を
修正。
高暮ダム、熊見の所在地を修正。

記載間違えによる修正。

89,91 雨量観測所一覧表
（９）その他

P89「加茂」の電話番号を修正。「川本、三原、因原」を削
除。
P91「布施、五箇、都万」の観測者名を修正。

記載間違えによる修正。

92～94 水位観測所一覧表
（1）島根県関係水防情報システム関係

P92雲南支部の木次、新伊萱の堤防高を修正。
P93県央：淀田橋、P94浜田：跡市の情報を追加。

記載漏れによる修正。
水位計を新設したことによる情報追加。

99 第３号表
重要水防区域及び危険な箇所総括表

危険な箇所の箇所数、延長を修正。 時点修正。

104～128 第５号表
危険な箇所一覧表
（１）出雲河川事務所

見直しによる変更。（全ページ一括差し替え） 重要水防箇所評定基準が変更されたた
め。

129～143 第５号表
危険な箇所一覧表
（２）浜田河川国道事務所

見直しによる変更。（全ページ一括差し替え） 重要水防箇所評定基準が変更されたた
め。

147 第５号表
危険な箇所一覧表
(2)-1 水防雲南支部

雲6　神戸川を小田川に修正。
上記修正に伴い位置を修正。

欄中の〃使用誤り。

150～151 第５号表
危険な箇所一覧表
(3) 水防県央支部

川５，６及び大１２を削除。
川１１安田川を杉谷川に修正。
川２３濁川を追加。
上記修正に伴う番号、延長修正。

事業完了に伴う危険個所削除。
記載誤りのための修正。
浸水被害箇所のため追加。

152～153 第５号表
危険な箇所一覧表
(5) 水防浜田支部

浜２３，２４を削除。
上記修正に伴う番号、延長修正。

事業完了に伴う延長修正、危険個所削除。

155 第５号表
危険な箇所一覧表
(6)-2 水防益田支部（津和野）

津１１，１２の位置、延長を修正。
津１３，１４を削除。
上記修正に伴う番号、延長修正。

事業完了に伴う延長修正、危険個所削除。

156 ３．島根県関係（海岸）
（３）危険な箇所（海岸）総括表

浜田の延長を修正。
上記修正による合計延長修正。

時点修正。

158 第６号表　堰一覧表
(2)-1雲南支部

35番追加。 堰が改築されたため。

161 第６号表　堰一覧表
(7)隠岐支部

１、3、4、5の八尾川以南土地改良区を
「隠岐の島土地改良区」に修正。

組合名称の変更。

162～170 第７号表　（排・取）水門一覧表
  (1)-1松江支部
  (1)-2松江支部（広瀬）
  (2)-1雲南支部
  (3)　出雲支部

（排・取）水門の追加・削除。
諸元等の修正。
管理委託先の変更。
上記修正に伴う番号修正。

時点修正。
組合名称の変更。

173～177 第７号表　（排・取）水門一覧表
  (5)-1浜田支部
  (6)-1益田支部

（排・取）水門の追加・削除。
諸元等の修正。
上記修正に伴う番号修正。

時点修正。

178 第８号表　ダム一覧表 浜田ダムの「再開発中」を削除。
銚子ダムの連絡先を修正。

時点修正。

180,182,183 第９号表　ダム機能表 概要、諸元等の修正。 時点修正。

190、192
200～202
210

第１０号表　ダム関係通報系統図 P190：大長見　浜田市連絡所属先修正
　　　　　　　　　中電連絡所属先修正
P191：益田～大垰　ダム管理所連絡先修正
P200：阿井川　模写伝送ルート修正
　　　　　　　　  連絡所属修正（雲南市）
P201：来島　模写伝送ルート修正
P202：浜原　模写伝送ルート修正
　　　　　　　 連絡先修正（浜田県土維持管理部）
P210：尾原　 連絡所属修正（雲南市）

時点修正。

212 第２６号表　国土交通省水防倉庫並びに現有
資材器具一覧表

数量の変更。 時点修正。

213 第２７号表　県有水防倉庫並びに現有資材器
具一覧表

数量の変更。 時点修正。

214～219 第２８号表　水防管理団体水防倉庫並びに現
有資材器具一覧表

数量の変更。 時点修正。

221～222 第２９号表　水防輸送車両配置一覧表 数量の変更。 時点修正。

223～224
226～227

第３０号表　災害対策用機械配置一覧表 規格、車両重量の修正。
要請先の修正。
連絡系統図の修正。

時点修正。

281～282 D－図（１４）　島根県水防情報システム観測局
地点

淀田橋水位、跡市水位の追加。
比津川水門、京橋川水門の配下を松江合庁に変更。

新設局の反映。
TM更新作業を反映。

296 （４０）島根県水防情報システム雨量・水位観測
所位置図

水位計箇所追加：淀田橋水位、跡市水位の追加。 新設局の反映。

297 （４１）島根県水防協議会役員名簿 委員及び幹事の変更。 委員及び幹事の改選のため。

このほかの軽微な変更については掲載を省略しております。
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