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1. 水防情報システムについて(1/2)

島根県内に設置してある雨量計、水位計、
河川監視カメラ、ダム施設からの情報を集約し、
水防情報システムで一般公開しています。

雨量 水位

ダム諸量河川監視カメラ

島根県内の観測施設

データ
送信

データ
公開

観測データを
インターネットで公開

水防情報システム



1. 水防情報システムについて(2/2)

水防情報システム公開HP

https://www.suibou-shimane.jp/pc（PC版）

https://www.suibou-shimane.jp/s （スマホ版）

https://www.suibou-shimane.jp/m（携帯版）



2. トップページについて

雨量、水位、河川カメラ
を表示します。

水防情報システムの
「お知らせ」を掲示しています。

国等の関係機関
の各種防災情報
公開ページに移動
できます。



3. 雨量の時系列データが見たいとき（1/3）

①トップページの
「雨量・水位情報」
をクリックします。

②「雨量」をクリックし
ます。



■雨量経過表 （雨量を時系列で表示します）
3.雨量の時系列データが見たいとき（2/3）

※ 松江地区：（松江市、安来市の雨量を併せて表示します）
雲南地区：（雲南市、飯南町、奥出雲町の雨量を併せて表示します）
浜田地区：（浜田市、江津市の雨量を併せて表示します）
益田地区：（益田市、津和野町、吉賀町の雨量を併せて表示します）

見たい「地域」の雨量
経過表を選択できます

見たい「雨量局」の雨量
経過表を選択できます



■雨量経過表 （雨量を時系列で表示します）

3.雨量の時系列データが見たいとき（3/3）

10分間に降った雨量を
表示します。

雨の降り始めからの累計
雨量を表示します。



４. 水位の時系列データが見たいとき（1/3）

①トップページの
「雨量・水位情報」
をクリックします。

②「水位」をクリックし
ます。



■水位経過表 （水位を時系列で表示します）

４.水位の時系列データが見たいとき（2/3）

※ 松江地区：（松江市、安来市の水位を併せて表示します）
雲南地区：（雲南市、飯南町、奥出雲町の水位を併せて表示します）
浜田地区：（浜田市、江津市の水位を併せて表示します）
益田地区：（益田市、津和野町、吉賀町の水位を併せて表示します）

見たい「地域」の水位
経過表を選択できます

見たい「水位局」の水位
経過表を選択できます



■水位経過表 （水位を時系列で表示します）
４.水位の時系列データが見たいとき（3/3）

河川毎に定め
られた設定水位を
表示しています。

危
険
度

高 氾濫危険水位

避難判断水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

平常水位

危
険
度



5. 河川カメラ画像が見たいとき（1/3）

①トップページの
「雨量・水位情報」
をクリックします。

②「CCTVカメラ」
をクリックします。



５.河川カメラ画像が見たいとき（2/3）

※ 松江地区：（松江市、安来市のカメラを併せて表示します）
雲南地区：（雲南市、飯南町、奥出雲町のカメラを併せて表示します）
浜田地区：（浜田市、江津市のカメラを併せて表示します）
益田地区：（益田市、津和野町、吉賀町のカメラを併せて表示します）

見たい「地域」のカメラを選
択できます。

カメラ画像をクリックすると
大きく表示されます。



５.河川カメラ画像が見たいとき（3/3）

過去１時間の１０分毎の画像が確認できます。画面をクリックすると画面上部の画像に変わり大きくなります。

カメラ画像が大きく
表示されます。

現在の水位を表示しています。



6. ダム情報が見たいとき（1/3）

トップページの
「ダム情報」
をクリックします。



6.ダム情報が見たいとき（2/3）

ダム名をクリックすると
各ダムの個別ページに
移動します。



■ダム諸量経過表（ダム諸量データ、ダム雨量、ダム下流の水位局を表示します）
6.ダム情報が見たいとき（3/3）

他のダムのデータを
選択し、表示すること
ができます。



7. 気象情報が見たいとき（1/2）

トップページの
「気象情報」
をクリックします。



7.気象情報が見たいとき（2/2）

発令中の注警報
が表示されます。



8. 便利な使い方 ～知りたい情報の「場所」が分っているときに～
雨量・水位の場合

中海湖心：水位0.53m

①
概略図の〇△マークにマウスの
ポインタを合わせると、観測所名、
最新の観測値が表示されます。

数秒間しか表示されませんので
注意して下さい。

②
概略図を地区毎に選択
して表示することができます。



8. 便利な使い方 ～知りたい情報の「場所」が分っているときに～
河川監視カメラの場合

①
概略図のカメラマークにマウスの
ポインタを合わせると、観測所名が
表示されます。

②
そのまま左クリックすると、画面右側
のカメラ情報一覧が、該当観測所
へ移動して青枠で強調されますので、
見たいカメラ画像を選ぶことが容易
になります。

③
概略図を地区毎に選択
して表示することができます。

東浜橋のカメラ画像



8. 便利な使い方 ～知りたい情報の「場所」が分っているときに～

山佐ダム

ダム概略図の場合

①
概略図のダムマークにマウスの
ポインタを合わせると、ダム名が
表示されます。

②
そのまま左クリックすると、該当ダム
情報が青枠で強調されますので、
見たいダムを選ぶことが容易になり
ます。



8. 便利な使い方 トップページの「各種防災情報」で情報収集！

トップページの「各種防災情報」では、
雨量・水位以外の項目で役立つ
情報を公開しております。
次のページから
「気象情報」
「危機管理型水位計」
「浸水想定区域図」を紹介します。

トップページ

クリックして各防災
情報ページに移動します。



8. 便利な使い方 各種防災情報の「気象情報」

気象庁のホームページで
週間天気予報や、
今後の雨雲の動きを確認
することができます。

気象情報



8. 便利な使い方 各種防災情報の「危機管理型水位計」

島根県や国交省が設置した
危機管理型水位計や、
国交省管理河川の河川カメラ画像
が確認できます。

危機管理型水位計



8. 便利な使い方 各種防災情報の「浸水想定区域図」
浸水想定区域図： 河川が氾濫したときに浸水が想定される区域と水深を示します

作成した20河川の
浸水想定区域図を
確認し、洪水時の危険
箇所を確認できます。



携帯電話から調べる【県ＨＰ】

島根県ＨＰ 【島根県水防情報】
・・・国と県の管理する河川の水位や雨量が調べられます！

このURLにアクセス！
https://www.suibou-shimane.jp/m

ＱＲコードを利用してアドレスを読み込む
ことが出来ます。

携帯電話から調べる【国ＨＰ】

国土交通省ＨＰ 【川の防災情報】
・・・国と県の管理する河川の水位や雨量が調べられます！

このURLにアクセス！
http://i.river.go.jp/

ＱＲコードを利用してアドレスを読み込む
ことが出来ます。

島根県
水防情報システム

◆観測情報
┣雨量情報
┣水位情報
┣ダム情報
┗水防予警報情報

◆リンク集
┣川の防災情報
┗島根県内の防災情報

◆インフォメーション
┣お知らせ
┣ 利用における注意事項
┗情報提供について

***お知らせ***
・「水防情報システム」

見たい情報を

選んでいくと・・・

①ﾞ雨量、水位、

ダム、水防予警報

②地域（松江、
浜田など）

水位観測所一覧
松江

2014/05/24 09:40の更新情報
更新

水位：m

◆来待川
┗岩崎橋 0.03→

◆玉湯川
┣大谷 0.18↑
┗玉湯川 -0.02→

◆佐陀川
┗鹿島 0.18↓

◆馬橋川
┗馬橋川 -0.12↑

◆比津川
┣比津上流 0.27→
┗比津下流 0.31↓

①ﾚｰﾀﾞ雨量
②ﾃﾚﾒｰﾀ(雨量・水位・
水質・積雪・ﾀﾞﾑ)
③水防警報
④洪水予報
⑤ﾀﾞﾑ放流通知
⑥お知らせ
⑦Q&A・問い合わせ

システム運用
財団法人
河川情報センター

■ﾃﾚﾒｰﾀ水位

鹿島(自治体)

佐陀川

06/06 14:00 現在

更新

現在水位： 0.40m

水位変化量：-cm(1時間)
：-cm(30分)
：-cm(10分)

水防団待機水位： 0.55m
はん濫注意水位： 0.65m
避難判断水位 ： -m
はん濫危険水位： -m
計画高水位 ： -m

●１２時間履歴

水位m 増減

12時： 0.41

11時： 0.42

10時： 0.43

09時： 0.40

見たい情報を

選んでいくと・・・

①ﾚｰﾀﾞ雨量、ﾃﾚﾒｰﾀ、

水防警報、洪水予報

②地方

③都道府県

④河川名、雨量・水位

情報

9.携帯電話からの水防情報システムを見る方法


