
石川県下における河川に関する
情報の提供について

平成２６年２月

国土交通省 金沢河川国道事務所

石 川 県

7月29日10:00 11:00 11:30 12:00

13:00 14:00 15:00 17:30
＜最高水位頃＞

写真：平成25年7月29日出水 梯川CCTVカメラより
場所：石川県小松市古府地先(河口からおよそ約8km上流付近)



石川県下の洪水予報河川と水位情報周知河川
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直轄河川

石川県管理河川

２水系２河川

１５水系２８河川

地 方 水系名 河川名

手取川 手取川
梯 川 梯 川

加 賀

地 方 水系名 河川名 地 方 水系名 河川名

大聖寺川 大聖寺川 子浦川
柴山潟 羽咋川
動橋川 米町川 米町川
前 川 二宮川 二宮川
八丁川 御祓川 御祓川
鍋谷川 熊木川 熊木川
高橋川 小又川 小又川
犀 川 河原田川 河原田川
伏見川 八ヶ川 八ヶ川
安原川 町野川 町野川
浅野川 若山川 若山川
大野川
河北潟
金腐川
森下川
津幡川
宇ノ気川

梯 川

新堀川

大野川

羽咋川

能 登

加 賀
犀 川

手取川

梯 川

石川県内の以下の主な河川について，水位等の情報を提供しています。

直轄河川及び石川県管理河川

河川

直轄河川 ２



水位の情報と行動
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はん濫注意水位

はん濫危険水位

避難判断水位

水防団待機水位

川の水位と危険度ﾚﾍﾞﾙ

国や都道府県では，洪水時において予め定められた水位観測所における水位の情報を提供しています。
この予め定められた水位観測所を「基準水位観測所」といいます。
基準水位観測所毎に，災害発生の危険度に応じた基準水位が設定されております。



手取川・梯川における水位の基準
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手取川・梯川の水位については，基準水位観測所である鶴来・埴田水位観測所の情報をご確認下さい。下図より現在の
水位から以下の行動を判断してください。



現地の水位の状況
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手取川の鶴来水位観測所，梯川の埴田水位観測所については，現地にわかりやすい量水標を設置しています。CCTV画
像でも確認することが出来ます。「防災情報いしかわ」や「金沢河川国道事務所 モバイル版」をご覧下さい。

手取川 鶴来水位観測所梯川 埴田水位観測所

CCTV画像 CCTV画像

観測所のわかりやすい量水標のほか
に，手取川の水辺の楽校（西部，中央，
東部）には，公園利用者に増水時の避
難判断を促す看板を設置しています。

辰口橋

説明看板

平常時 出水時（H25.7.29）



地上デジタルの機能「データ放送」により水位・雨量の河川情報をご家庭のテレビでご覧出来ます。チャンネルをNHK総合
（金沢放送局）に合わせて，リモコンのｄボタンを押してデータ放送メニューの「河川・雨量情報」を選択してください。

地デジによる情報の提供
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リモコンのdボ
タンでデータ
放送画面を表
示し，上下ボ
タンで画面の
切り替え操作
を行います。

放送画面

データ放送画面（NHK提供）

H24.6.19建設工業新聞

河川名 若山川 八ヶ川 小又川

水位観測所 板谷橋 明治橋 石井橋 新　橋 姫田橋 広和橋 上野橋

雨量観測所 珠洲土木 町　野 黒　川 奥能登土木総合 三　井 門　前 穴　水

河川名 米町川 子浦川 羽咋川 御祓川 熊木川

水位観測所 梨谷小山橋 吉野屋橋 羽咋川的場 藤橋橋 落合橋 二宮川橋 加茂橋

雨量観測所 梨谷小山橋 所司原 羽咋土木 中能登土木総合 能登部 濁川橋 西谷内

町野川 河原田川

二宮川

河川名 宇ノ気川 津幡川 河北潟 河北潟 河北潟 大野川 森下川 金腐川 浅野川 

水位観測所 宇ノ気川 津幡川 八　田 潟　端 貯木場（内） 機具橋 森本大橋 御所通学橋 天神橋

雨量観測所 高　松 津幡土木 津幡土木 水防岩出 機具橋 機具橋 東　原 水防田島 芝原橋

河川名 安原川 手取川

水位観測所 示野橋 下菊橋 安原大橋 米　泉 山　科 馬　替 殿田橋 鶴　来

雨量観測所 県央土木総合 犀川ダム 県央土木総合 水防窪 内川ダム 水防窪 石川土木総合 風　嵐

河川名 前川 八丁川 鍋谷川 動橋川 柴山潟

水位観測所 御幸橋 長野田橋 鍋谷川橋 動橋大橋 牧 埴　田 片山津 敷地天神橋

雨量観測所 打　木 南加賀土木総合 坪　野 柏野大橋 尾小屋 中　海 動橋 大聖寺土木 水無山

大聖寺川梯　川

犀　川 伏見川 高橋川

能
登
地
区

加
賀
地
区

■ 配信観測所（国土交通省・石川県）
水位：39箇所 雨量：36箇所

雨量は強さに応じて４段階の色で
表示

はん濫危険水位超過
避難判断水位超過
はん濫注意水位超過
水防団待機水位超過
平常時水位

■ 水位観測所凡例

■ 水位観測所凡例

水位の情報は，リアルタイム（10分毎）で表示

【ご覧になる方法】

① チャンネルをＮＨＫ総合（金
沢放送局）に合わせる

② リモコンでｄボタン（データ
通信ボタン）を押す

③ 各メニューが表示されるの
で，そのうちの「河川・雨量情
報」を選択



ケーブルテレビによるCCTVカメラライブ映像の提供
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金沢河川国道事務所では，地元ケーブルテレビ会社と協定を締結して，河川系CCTVカメラのライブ映像を24時間配信
しています。各ケーブルテレビ局の防災チャンネルをご確認下さい。

防災チャンネルを提供しているケーブルテレビ会社

○ 金沢ケーブルテレビ（金沢市・金沢市周辺市町）
（協定締結日：平成21年9月4日）

○ あさがおテレビ（白山市）
（協定締結日：平成18年8月30日）

○ 加賀ケーブルテレビ（加賀市）
（協定締結日：※金沢ケーブルテレビ連結子会社）

平成22年5月27日 北國新聞

エリア 配信CCTV箇所

手取川 14

梯 川 14

白山砂防 16

石川海岸 15

手取川ダム 4

石川県 2

合 計 65

ケーブルテレビ 配信状況



川の防災情報 石川県河川情報総合システム
http://www.river.go.jp/ http://kasen.pref.ishikawa.jp/ishikawa/servlet/Gamen1Servlet

全国のレーダー雨量・雨量・水位，水防警報，洪水予報，ダム放流通知 石川県内の防災情報・水位・雨量・気象情報

XRAIN　XバンドMPレーダ雨量情報 石川県消防防災web
http://www.river.go.jp/xbandradar/ http://www.bousai.pref.ishikawa.jp/

全国のXバンドMPレーダ降雨観測情報 石川県内の現在発生している防災情報，過去の防災情報等

金沢河川国道事務所ホームページ 石川県浸水想定区域図
http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/ http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kasen/sinsui-m/

記者発表情報，防災・治水・道路の情報，各リンク等 石川県内の浸水想定区域図（周知河川）

防災情報いしかわ
http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/bousai-info-ishikawa/index.html

石川県内の水位・雨量・積雪深・ライブカメラ情報

手取川・梯川浸水想定区域図
http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/mb3_bousai/shinsui/index.html

手取川・梯川の浸水想定区域図

川の防災情報モ バイルサイト 石川県河川情報 モバイルサイト
http://i.river.go.jp/ http://kasen2.pref.ishikawa.jp/ishikawaT/servlet/Gamen1Servlet

全国の水位・雨量，レーダー雨量 石川県の雨量・水位情報

金沢河川国道事務所 モバイルサイト 石川県消防防災web
http://c10w1bke.securesites.net/k/ http://www.bousai.pref.ishikawa.jp/mobile/

石川県内の現在発生している防災情報，過去の防災情報等水位・雨量情報，ダム諸量，海岸情報，CCTV画
像，国道の情報，バスく～る

石　　川　　県コンテンツ 国土交通省　金沢河川国道事務所

防災に関する情報提供一覧（ホームページ）
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国土交通本省を始め，金沢河川国道事務所・石川県による河川に関する情報を以下のところで提供しています。



川の防災情報

【URL】 http://www.river.go.jp/
【検索】 金沢河川国道事務所→防災 > リアルタイム「川の防災情報」
■全国のレーダー雨量・雨量・水位，水防警報，洪水予報，ダム放流通知

河川（国管
理）における
洪水予報等
の発表状況
を表示

【洪水予報文】
○川の○○水位観測所（○○市）では，
○日○時00分頃に，はん濫危険水位
（レベル４）に到達しました。川沿い
の○○市のうち，堤防の無い，または
堤防の低い箇所などでははん濫するお
それがありますので，各自安全確保を
図るとともに，市町村からの避難情報
に注意して下さい。

雨量強度と時系列での
雨域の移の把握が可能

レーダ雨量

トップ画面

河川（国管理，
道府県管理）にお
ける現在の水位
と基準水位との関
係を表示

水位

【携帯】 http://i.river.go.jp/

水位情報

川の防災情報モバイル版

洪水予報等

「川の防災情報」サイト（パソコン，携帯電話）で，洪水予報等の情報を入手することが出来ます。
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XRAIN XバンドMPレーダ雨量情報
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【URL】 http://www.river.go.jp/xbandradar/
【検索】 金沢河川国道事務所 > 防災 > XRAIN（バナー）
■ 全国のXバンドMPレーダ降雨観測情報

さらに詳細な地域の雨域を表示

Xバンドレーダは，局地的豪雨（ゲリラ豪雨）
や集中豪雨の雨域をより的確に捉え，その情
報をより早く提供することにより，洪水被害の
軽減を目的として設置されたデータです。石
川県周辺には，能美局（能美市），水橋局（富
山市）が運用しています。

能美局（石川県） 水橋局（富山県）

さらに拡大

高頻度（5倍）
高分解能（16倍）

金沢市

野々市市
白山市

金沢市

野々市市
白山市

従来のレーダとの比較
平成20年6月29日

【Ｃバンドレーダ】

・最小観測面積 ： 1kmメッシュ
・配信周期 ： 5分
・観測から配信に

要する時間 ： 5～10分

【Ｘバンドレーダ】
・最小観測面積 ： 250mメッシュ
・配信周期 ： 1分
・観測から配信に

要する時間 ： 1～2分



【URL】 http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/index.html
【検索】 金沢河川国道事務所
■ 金沢河川国道事務所のホームページ，記者発表情報，防災・治水・道路の情報，各リンク等

金沢河川国道事務所ホームページ

★金沢河川国道事務所で行った記者発表を発信！

★災害等が発生した際には
「緊急災害情報」として発信！

★モバイルサイトでも情報発信！
※詳細は次ページ

・ライブ映像
・道路情報
・工事情報
・気象情報
・異常気象時規制区間
・規制リスト

★注目して頂
きたい内容等
をピックアップ
して掲載

・ライブ映像
・雨量概況
・水位概況
・積雪概況
・ダム概況
・海象概況
・ライブ映像
・レーダ雨量
・警報・注意報

手取川流域：13箇所
梯川流域 ：14箇所
石川海岸 ：17箇所
白山砂防 ：14箇所
手取川ダム： 4箇所

8号：8箇所
157号：2箇所
159号：3箇所
160号：1箇所

道路CCTV映像
河川CCTV映像
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防災情報いしかわ
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地域選択画面

CCTV映像（静止画，10分更新） 雨量・水位グラフ（毎正時）

メイン画面

【URL】 http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/bousai-info-ishikawa/index.html
【検索】 金沢河川国道事務所 > 防災情報いしかわ
■ 石川県内の水位・雨量・積雪深・ライブカメラ情報

防災情報いしかわは，平成15年2月に配信
を開始。金沢河川国道事務所と石川県の双
方が所有する雨量や水位情報を共有化した
システムです。双方の情報を同一画面で合成
し，県内状況の把握が可能です。

金沢河川
国道事務所

石川県

雨量観測所 13箇所 91箇所

水位観測所 10箇所 100箇所

積雪観測所 3箇所

海象観測所 1箇所

ダム諸量 1箇所

CCTV（河川系） 65箇所 2箇所

閲覧可能観測所数



石川県河川総合情報システム

【URL】 http://kasen.pref.ishikawa.jp/ishikawa/servlet/Gamen1Servlet
【検索】 石川県ホームページ > 河川課 > 石川県河川総合情報システム
■ 石川県および金沢河川国道事務所の雨量，水位，ダム諸量の情報

管理土木事務所を選択

メイン画面 ○ 石川県土木部と金沢
河川国道事務所が観測
したものを提供。テレメー
タから送られてくるデータ
を観測後直ちにお知らせ
する目的で作られていま
す。
○ 10分毎（一部は1時
間）にデータを更新。

雨量水位観測所概況図
雨量水位グラフ（10分毎）
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石川県消防防災web
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【URL】 http://www.bousai.pref.ishikawa.jp/
【検索】 石川県ホームページ > 危機管理監室 > 石川消防防災web
■石川県内の現在発生している防災情報，過去の防災情報等

被害状況を公表

災害発生時に緊急情報を発信



【URL】 http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/mb3_bousai/shinsui/index.html
【検索】 金沢河川国道事務所 > 浸水想定区域図
■ 手取川・梯川浸水想定区域図

浸水想定区域図（手取川・梯川）
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白山市

野々市市

※ 平成14年8月に公表しているため，市町村界が旧のもので作成。

川北町

小松市

能美市

小松市

能美市

■ 手取川浸水想定区域図 ■ 梯川浸水想定区域図

平常時から，浸水が想定される区域と，その浸水深を事前にお知らせすることで，避難確保や浸水防止に役立てていた
だくため，金沢河川国道事務所では手取川・梯川の「浸水想定区域」を公表しています。



浸水想定区域図（石川県）
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【URL】 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kasen/sinsui-m/
【検索】 石川県 > 社会基盤・地域振興 > 河川・海岸・砂防 > 河川 > 石川県浸水想定区域図
■ 石川県浸水想定区域図

金沢市

野々市市

白山市

金沢市

河北潟

■ 犀川水系犀川浸水想定区域図 ■ 浅野川水系浅野川浸水想定区域図

石川県でも水位周知河川の「浸水想定区域」を公表しています。公表数は25河川です。（例：犀川・浅野川）



金沢河川国道事務所モバイルサイト
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○ 河川，道路等の防災情報が，屋外時でも確
認出来るようモバイル版事務所モバイルサイト
を運用しています。
○ また，道路・河川管理用に運用している監
視カメラ（CCTV）の画像も携帯でご覧になれま
す。

【URL】http://roadinfo.kanazawa-mlit.com/k【URL】 http://c10w1bke.securesites.net/k/
【検索】 金沢河川国道事務所 携帯版
■ 水位・雨量情報，ダム諸量，海岸情報，CCTV画像，国道の情報，バスく～る

8号：8箇所
157号：2箇所
159号：3箇所
160号：1箇所

道路CCTV映像 河川CCTV映像

手取川流域：13箇所
梯川流域 ：14箇所
石川海岸 ：17箇所
白山砂防 ：14箇所
手取川ダム： 4箇所



〔参考図①〕手取川・梯川 雨量水位観測所位置図
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美川水位観測所

鶴来水位観測所

中島水位観測所

埴田水位観測所牧水位観測所

小松出張所

手取川出張所

中海雨量観測所

鍋谷雨量観測所

木場潟水位観測所

内尾雨量観測所

小松大橋水位観測所

粟津雨量観測所



〔参考図②〕手取川・梯川・石川海岸・白山砂防 CCTV位置図
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〔参考図③〕石川県 雨量水位観測所位置図
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