
山形市水防計画　(令和４年度以降)　　新旧対照表

頁 現行計画 頁 修正案 理由

目次 目次

第５章 水防施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 第５章 水防施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２

第１節 水防倉庫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 第１節 水防倉庫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２

第２節 水防資器材の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 第２節 水防資器材の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

第３節 輸送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 第３節 輸送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

第４節 新設 第４節 排水ポンプ車及び車庫・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

第１章　総則 第１章　総則

第２節　用語の定義 第２節　用語の定義

2 （１９）洪水浸水想定区域 2 （１９）洪水浸水想定区域

水防法改正に伴い修正

24 第５章　水防施設 24 第５章　水防施設 排水ポンプ車導入に伴い新設

第４節　新設 第４節　排水ポンプ車及び車庫

２．山形市排水ポンプ車車庫の設置場所及び位置図

排水ポンプ車車庫

 洪水時の円滑かつ迅連な避難を確保するため、洪水予報指定河川及び水位周知河川につ
いて、想定最大規模の降雨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（法第14条）

　内水氾濫などによる浸水被害の軽減を図るため、排水ポンプ車を所有する。
　また、その車庫を設置する。
１．山形市排水ポンプ車の諸元

（１９）洪水浸水想定区域
　洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水害による
被害の軽減を図るため、洪水予報河川、水位周知河川及び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（住宅等の防護対象のある
河川）について、想定最大規模の降雨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。　　　　　　　　　　　（法
第14条）

車両 全長 7700mm、全幅 2285mm、全高 2720mm、総重量 8000kg未満 

総排水量 30m3/min（全揚程 10mにおいて）：ポンプ並列運転時 

15m3/min（全揚程 20mにおいて）：ポンプ直列運転時 

 

車庫名 設置場所 坪数 設置年度 

排水ポンプ車車庫 山形市嶋北四丁目 7番地内（嶋調整池内） 12.2 Ｒ４ 

 

嶋遺跡公園

市立第九小学校

馬
見
ケ
崎

1 ページ



山形市水防計画　(令和４年度以降)　　新旧対照表

頁 現行計画 頁 修正案 理由

37 第７章　予報及び警報とその措置 37 第７章　予報及び警報とその措置

第１節	　気象等に関する予報及び警報 第１節	　気象等に関する予報及び警報

１．注意報、警報及び特別警報の種類とその発表基準 １．注意報、警報及び特別警報の種類とその発表基準

（別表） （別表）

気象庁の基準変更に伴う修正

大雨注意報 

大雨によって被害が予想される場合。具体的には、次の基準のいずれかに達すると予想される場合。 

1 次細分 
市町村等を 

まとめた地域 
表面雨量指数 土壌雨量指数 

村山 
東南村山 

(山形市) 
6  86  

 

洪水注意報 

洪水によって被害が予想される場合。具体的には、次の基準のいずれかに達すると予想される場合。 

1 次細分 
市町村等をま

とめた地域 
複合基準 指定河川洪水予報による基準 流域雨量指数 

村山 
東南村山 

(山形市) 

本沢川流域＝ 

（5、8.5） 

須川下流  [鮨洗] 

須川上流  [坂巻･石堂] 

立谷川流域＝15.6 

本沢川流域＝10.6 

貴船川流域＝3.6 
 

融雪注意報 融雪によって浸水等の災害が発生するおそれがあると予想される場合。 

大雨警報 

大雨によって重大な被害が予想される場合。具体的には、次の基準のいずれかに達すると予想される場合。 

1 次細分 
市町村等をま

とめた地域 
表面雨量指数 土壌雨量指数 

村山 
東南村山 

(山形市) 
11  104  

 

洪水警報 

洪水によって重大な被害が予想される場合。具体的には、次の基準のいずれかに達すると予想される場合。 

1 次細分 
市町村等をま

とめた地域 
複合基準 指定河川洪水予報による基準 流域雨量指数 

村山 
東南村山 

(山形市) 

本沢川流域＝ 

（7、11） 

須川下流  [鮨洗] 

須川上流  [坂巻･石堂] 

立谷川流域＝19.6 

本沢川流域＝13.3  

貴船川流域＝4.5 
 

 

大雨注意報 

大雨によって被害が予想される場合。具体的には、次の基準のいずれかに達すると予想される場合。 

1 次細分 
市町村等を 

表面雨量指数 土壌雨量指数 
  

まとめた地域   

村山 
東南村山 

6 86 
  

(山形市)   

洪水注意報 

洪水によって被害が予想される場合。具体的には、次の基準のいずれかに達すると予想される場合。 

1 次細分 市町村等をまとめた地域 複合基準 指定河川洪水予報による基準 流域雨量指数 

村山 

東南村山 馬見ヶ崎川流域 須川下流  [鮨洗] 立谷川流域=15.6 

(山形市) =（5，19.5） 須川上流  [坂巻･石堂] 村山高瀬川流域=10.7 

  村山高瀬川流域   野呂川流域=4.6 

  =（5，10.7）   本沢川流域=10.6 

  須川流域=（5，22.7）   龍山川流域=5.6 

  本沢川流域=（5，8.5）   貴船川流域=3.6 

  龍山川流域=（5，5.6）     

融雪注意報 融雪により浸水等の被害が予想される場合 

大雨警報 

大雨によって重大な被害が予想される場合。具体的には、次の基準のいずれかに達すると予想される場合。 

1 次細分 市町村等をまとめた地域 表面雨量指数 土壌雨量指数   

村山 
東南村山 

11 104 
  

(山形市)   

洪水警報 

洪水によって重大な被害が予想される場合。具体的には、次の基準のいずれかに達すると予想される場合。 

1 次細分 市町村等をまとめた地域 複合基準 指定河川洪水予報による基準 流域雨量指数 

村山 

東南村山 本沢川流域＝ 須川下流  [鮨洗] 立谷川流域=19.6 

(山形市) （7、11） 須川上流  [坂巻･石堂] 村山高瀬川流域=13.4 

      野呂川流域=5.8 

      本沢川流域=13.3 

      龍山川流域=7.1 

      貴船川流域=4.5 
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山形市水防計画　(令和４年度以降)　　新旧対照表

頁 現行計画 頁 修正案 理由

40 第７章　予報及び警報とその措置 40 第７章　予報及び警報とその措置

第１節	　気象等に関する予報及び警報 第１節	　気象等に関する予報及び警報

３ 大雨警報・洪水警報のキキクル（危険度分布）の種類と概要 ３ 大雨警報・洪水警報のキキクル（危険度分布）の種類と概要

40 大雨警報（土砂災害）のキキクル（土砂災害警戒判定メッシュ情報） 41 大雨警報（土砂災害）のキキクル（土砂災害警戒判定メッシュ情報） キキクルの表示色改善に伴う修正

40 大雨警報（浸水害）のキキクル 41 大雨警報（浸水害）のキキクル

キキクルの表示色改善に伴う修正

40 洪水警報のキキクル 41 洪水警報のキキクル

キキクルの表示色改善に伴う修正

41 ５．記録的短時間大雨情報 41 ５．記録的短時間大雨情報

キキクルの表示色改善に伴う修正

 短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の領域ごと
に５段階に色分けして示す情報。１時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時10分
ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、どこで危険度が高ま
るかを面的に確認することができる。

 短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の領域ごと
に５段階に色分けして示す情報。１時間先までの表面雨量指数の予測を用いて常時10分
ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、どこで危険度が高ま
るかを面的に確認することができる。
・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒レベル５に
相当。
・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。
・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。
・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するな
ど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。

 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河川）の洪水
害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね１kmごとに５段階に色分け
して示す情報。３時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時10分ごとに更新してお
り、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することが
できる。
・「非常に危険」（うす紫）：避難が必要とされる警戒レベル４に相当。
・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。
・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するな
ど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。

 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河川）の洪水
害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね１kmごとに５段階に色分け
して示す情報。３時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時10分ごとに更新してお
り、洪水警報等が発表されたときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することが
できる。
・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒レベル５に
相当。
・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。
・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。
・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するな
ど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。

 大雨警報が発表されている状況において、キキクルの「非常に危険」（うす紫）が出現
し、かつ数年に一度程度しか起こらないような短時間の大雨を観測もしくは解析した場
合

 大雨警報が発表されている状況において、キキクルの「危険」（紫）が出現し、かつ数
年に一度程度しか起こらないような短時間の大雨を観測もしくは解析した場合

 大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の領域ごとに５
段階に色分けして示す情報。２時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて
常時10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表され
たときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。
・「非常に危険」（うす紫）、「極めて危険」（濃い紫）：避難が必要とされる警戒レ
ベル４に相当。
・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。
・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するな
ど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。

 大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の領域ごとに５
段階に色分けして示す情報。２時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の予測を用いて
常時10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表され
たときに、どこで危険度が高まるかを面的に確認することができる。
・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに安全確保が必要とされる警戒レベル５に
相当。
・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。
・「警戒」（赤）：高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル３に相当。
・「注意」（黄）：避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するな
ど、自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。
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山形市水防計画　(令和４年度以降)　　新旧対照表

頁 現行計画 頁 修正案 理由

42 第２節	　洪水予報 42 第２節	　洪水予報

１．洪水予報の種類、標題、発表基準等 １．洪水予報の種類、標題、発表基準等

予報地点となる河川の水位観測所 予報地点となる河川の水位観測所

国が行う洪水予報の運用変更にと
もなう修正

国が行う洪水予報の運用変更にと
もなう修正種類 標題 発表基準等 

洪水注意報 

氾濫注意情報 

（警戒レベル２

相当情報） 

氾濫注意水位（レベル２水位）に達し、さらに水位の上昇が見込まれる

とき、氾濫注意水位（レベル２水位）以上でかつ避難判断水位（レベル

３水位）未満の状態が継続しているとき、避難判断水位（レベル３水位）

に達したが水位の上昇が見込まれないときに発表される。 

洪水警報 

氾濫警戒情報 

（警戒レベル３

相当情報） 

氾濫危険水位（レベル４水位）に達すると見込まれるとき、あるいは、

避難判断水位（レベル３水位）に達しさらに水位の上昇が見込まれると

きに発表される。氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を下回ったと

き（避難判断水位を下回った場合を除く）、避難判断水位を超える状態

が継続しているとき（水位の上昇の可能性がなくなった場合を除く） 

氾濫危険情報 

（警戒レベル４

相当情報） 

氾濫危険水位（レベル４水位）に達したとき、氾濫危険水位以上の状態

が継続しているときに発表される。 

氾濫発生情報 

（警戒レベル５

相当情報） 

氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表される。 

 

種類 標題 発表基準等 

洪水注意報 

氾濫注意情報 

（警戒レベル２

相当情報） 

氾濫注意水位（レベル２水位）に達し、さらに水位の上昇が見込まれる

とき、氾濫注意水位（レベル２水位）以上でかつ避難判断水位（レベル

３水位）未満の状態が継続しているとき、避難判断水位（レベル３水位）

に達したが水位の上昇が見込まれないときに発表される。 

洪水警報 

氾濫警戒情報 

（警戒レベル３

相当情報） 

氾濫危険水位（レベル４水位）に達すると見込まれるとき、あるいは、

避難判断水位（レベル３水位）に達しさらに水位の上昇が見込まれると

きに発表される。氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を下回ったと

き（避難判断水位を下回った場合を除く）、避難判断水位を超える状態

が継続しているとき（水位の上昇の可能性がなくなった場合を除く） 

氾濫危険情報 

（警戒レベル４

相当情報） 

氾濫危険水位（レベル４水位）に達したとき、氾濫危険水位以上の状態

が継続しているとき、または３時間先までに氾濫する可能性のある水位

に到達すると見込まれるときに発表される。 

氾濫発生情報 

（警戒レベル５

相当情報） 

氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表される。 

 

所轄事 

業所名 
河川名 観 測 所 

水防団待機水位 

(通報水位) 

氾濫注意水位 

(警戒水位) 
避難判断水位 

氾濫危険水位 

(洪水特別警戒水位) 
備    考 

山
形
河
川
国
道
事
務
所 

須川(下流) 

馬見ヶ崎川 
鮨   洗 

(ｍ) 

13.00 

(ｍ) 

14.00 

(ｍ) 

15.90 

(ｍ) 

16.30 
  

最上川(上流) 

糖 野 目 11.50 12.00 12.90 13.30 ＊参考資料 

小   出 11.50 12.00 12.60 12.80  

長   崎 12.80 13.30 15.50 15.80  

下   野 13.30 14.00 16.20 16.70  

山形県 須川(上流) 
石   堂 1.10 1.60 1.80 2.10 村山総合支庁 

坂   巻 1.50 2.50 2.60 2.80  

 

所轄事 
河川名 観測所 

水防団待機水位 氾濫注意水位 
避難判断水位 

氾濫危険水位 氾濫する可能性 

備考 
業所名 (通報水位) (警戒水位) (洪水特別警戒水位) のある水位 

山
形
河
川
国
道
事
務
所 

須川(下流) 
鮨洗 

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) 
  

馬見ヶ崎川 13.00 14.00 15.90 16.30 18.10 

最上川(上流) 

糖野目 11.50 12.00 12.90 13.30 14.10 ＊参考 

小出 11.50 12.00 12.60 12.80 14.20   

長崎 12.80 13.30 15.50 15.80 17.90   

下野 13.30 14.00 16.20 16.70 18.10   

山形県 須川(上流) 
石堂 1.10 1.60 1.80 2.10   村山総合支庁 

坂巻 1.50 2.50 2.60 2.80     
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山形市水防計画　(令和４年度以降)　　新旧対照表

頁 現行計画 頁 修正案 理由

49 第７節 気象庁洪水キキクル（洪水警報の危険度分布） 49 第７節 気象庁洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）

https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:flood

第８章水防活動 51 第８章水防活動 排水ポンプ車導入に伴い新設

第５節水防作業 第５節水防作業

３ 新設 ３．排水作業

65 第１３章　洪水浸水想定区域における避難確保のための措置 65 第１３章　洪水浸水想定区域における避難確保のための措置

第３節	　避難場所 第３節	　避難場所

須川浸水想定区域の避難場所 須川浸水想定区域の避難場所

「べにっこひろば」が指定避難所
へ追加されたことにより追記

 「山形市排水ポンプ車運用マニュアル」に基づき、排水ポンプ車による排水作業を行
う。
　また、必要に応じ国土交通省及び山形県へ、排水ポンプ車等の出動要請を行う。

キキクルの表示色改善に伴う最新
の凡例に修正。気象庁HP改修に伴
うURL変更。

32 べにっこひろば 樋越 22番地 674-0220 
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