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機関名

新潟市

見附市

燕市

五泉市

田上町

弥彦村

新潟県防災局

新潟県土木部

信濃川水系土地改良調査管理事務所

新潟地方気象台

北陸地方整備局河川部

信濃川下流河川事務所

水災害情報共有ＷＧメンバー （12機関）
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第１回情報共有ＷＧ（H27.1.19開催）
における主な意見について
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第１回情報共有WGの事前アンケートにおける主な意見

【事前アンケートのサンプル】
問３ 現在のプラットホームで提供されない情報で、水災害対応にて必要な情報はありますか？

（複数回答可）

選択肢 回答数 情報共有WGにおける対応（案）
Cバンドレーダ雨量 2

平成26年度に対応の予定河川管理施設（排水機場、水門・樋門の操作状況） 3

簡易水位計の水位情報 5

浸水箇所の水位情報 2 今後、内水浸水センサー整備を含め
検討の予定

気象注意報・警報 6 平成26年度に対応の予定

中小河川の水位情報 4 「川の防災情報」及び「新潟県河川防
災情報システム」へのリンクで補完中小河川の雨量情報 2

予測雨量（降水ナウキャスト） 4 気象庁HPへのリンクで対応の予定

その他の意見 回答機関 情報共有WGにおける取り組み（案）

信濃川におけるもぐり橋の通行情報につ
いて

田上町

出水時における通行情報について検討したが、リアルタイム
での情報取得及び情報の信憑性を確認することが困難のた
め、もぐり橋近傍の既設CCTVの画像を画面メニューから直接
表示できる機能を設けることで対応したい。
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第１回情報共有WGにおける主な意見（とりまとめ）

意見 発言機関 対応（案）

現場の被害状況や避難所状況等をスマート
フォンなどから入力し、その情報を関係機関で
共有し、迅速な救援活動等に繋げられないか。

見附市 避難所や現場での入力情報を共有するには、プラッ
トホームに双方向通信機能が必要となるため、今後、
具体な通信方法を検討したい。

Ｘバンドレーダのみだと広範囲の降雨状況
がわかりにくいので、Ｃバンドレーダも表示で
きるとよい。

新潟市 広範囲な降雨観測及び降雨減衰（Xバンドレーダは、
非常に強い降雨域がある場合、その背後で電波が減
衰・消散し、観測不能域が発生する場合あり）に比較
的強いＣバンドレーダも表示できるように検討したい。

常に最新データを表示できるように自動更
新機能があるとよい。

新潟市
燕市

必要な機能であるため、平成26年度に対応する。

簡易水位計の水位情報について、その取り
扱いをどうするのか。

五泉市 簡易水位計は設置したばかりであり、データ精度の
検証等が必要のため、当面は試験運用として行政機
関向けの情報共有としたい。

信濃川の出水時において、「もぐり橋」の通
行状況が確認できるとよい。

田上町 「もぐり橋」近傍に設置されているＣＣＴＶの画像により、
通行状況を確認することがある程度可能なため、表示
方法等を検討したい。

排水機場等のデータについて、その取り扱
いをどうするのか。

信濃川水
系土地改
良調査管
理事務所

国土交通省所管の堰・水門・排水機場以外にも、例
えば親松排水機場の総排水量や内外水位を行政機関
向けの情報として共有したい。

第１回ＷＧ開催（H27.1.19）時における主な意見と対応（案）
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No 情報項目 情報の概要・提供方法
取得先
データ元

データ更新
タイミング

一般
公開

行政機
関向け
公開

公開時期

1
Ｘバンド
レーダ雨量

XバンドMPレーダ画像情報。局地的な雨域を確認できるため､中小河川等のはん濫
などの想定にも利用できる。

国 リアルタイム ○ ○

平成
26年5月
公開済
(STEP1)

2 雨量情報
テレメータ雨量情報。降雨の状況を確認し、迅速な水防体制の構築や避難活動の
準備等に利活用する。

統一河川
情報

リアルタイム ○ ○

3 水位情報
テレメータ水位情報。河川の水位情報であり、水防活動や避難活動を判断する基
本情報となる。

統一河川
情報

リアルタイム ○ ○

4
洪水予報
水防警報

洪水予報、水防警報の発表情報。発表区間を表やラインポリゴンで地図表示する。
信濃川下流域における発表状況を確認でき、関係機関における危機管理に寄与で
きる。

事務所 リアルタイム ○ ○

5
避難指示
勧告情報

自治体が発令する避難情報。発令状況を表や行政界ポリゴンで地図表示する。信
濃川下流域における避難情報が確認でき発令状況を把握できる。

自治体 リアルタイム ○ ○

6
CCTV

カメラ映像

CCTV監視画像。河川内の状況を静止画で表示する。河川流況等を映像で確認でき、
洪水等の状況を把握する。また、河川管理施設の状況を確認し、操作の必要性や
稼働状況を把握する。

事務所 リアルタイム ○ ○

7 避難所情報
避難所の諸元（住所、収容人数、電話番号）。避難所の位置が確認できるととも
に、平常時からの避難計画等に資する情報となる。

自治体 静的情報 ○ ○

8 水防資材情報
防災ステーション及び水防倉庫の位置や資材備蓄状況を表形式で確認できる。こ
れにより、洪水時における関係機関の資材連携等に資する情報となる。

国・
自治体

静的情報 × ○

9
Ｃバンド
レーダ雨量

広範囲な降雨観測及びXバンドレーダの降雨減衰などによる欠側時に雨量データを
補完できる。

国 リアルタイム ○ ○

平成
26年度末
(STEP2)
公開予定

10
堰・水門・
排水機場等

堰・水門・排水器場等の稼働状況等を表示し、今後の河川管理や水防活動等に資
する情報とする。

統一河川
情報

リアルタイム × ○

11 簡易水位計
信濃川下流河川事務所で整備する簡易水位計の情報。地図上のアイコンで稼働状
況を表示し、詳細情報を別画面で表示する。

事務所 リアルタイム × ○

12 距離標 地図上に距離標表示を行う。 国 静的情報 × ○

13 もぐり橋 もぐり橋近傍のCCTV画像を表示できるメニューを追加する。 事務所 リアルタイム ○ ○

14
気象警報
注意報

【暫定版】気象庁HPの気象警報・注意報 新潟県 発表状況へのリンクを張る。
【最終版】気象警報・注意報の発表状況を地図上に表示する。

気象庁 リアルタイム ○ ○
最終版は完
成次第公開
予定

15 浸水センサー
今後、浸水センサーを設置した場合、その情報。地図上のアイコンで稼働状況を
表示し、詳細情報を別画面で表示する。

事務所 リアルタイム × ○ 今後検討

信濃川下流域情報共有プラットホームで提供する情報項目一覧（案）

5
※ 行政機関向けの情報は、ユーザ名・パスワード入力により閲覧可能



平成26年度
信濃川下流域情報共有プラットホーム

（ＳＴＥＰ２）
画面イメージ
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7

Ｃバンドレーダ雨量

チェックを入れると、地図上に「Ｃ
バンドレーダ雨量」が表示される。
Ｘバンドレーダ雨量との同時表示
は不可とする。

「画面自動更新」チェック時、最新
データに自動更新される。

「<<」「>>」をクリックすると、過去の
雨量が表示される。「再生」ボタン
をクリックすると、過去の雨量が動
画形式で表示される。



8

堰・水門 ※行政機関向けのみ

堰アイコンをクリックすると、稼働状況
詳細画面を別ウインドウで表示する。

チェックを入れると、地図上に「堰・
水門アイコン」が表示される。

表示対象施設・観測項目

新潟大堰
上流水位
下流水位
流入量
総放流量

信濃川水門

蒲原大堰

中ノ口川水門



9

排水機場 ※行政機関向けのみ

排水機場アイコンをクリックすると、稼働状況詳細画面を別
ウインドウで表示する。「画面自動更新」チェック時、アイコン
形状は最新データに自動更新される。

排水機の稼働状況により
アイコンを切り替える。
：停止 ：稼働中

チェックを入れると、地図上に
「排水機場アイコン」が表示される。

表示対象施設・観測項目

西川排水機場
内水位
外水位
総排水量

鳥屋野潟排水機場

親松排水機場



10

現時刻の水位により、アイコンの形状が変化する。アイコンを
クリックすると、個別状況詳細画面を別ウインドウで表示する。
「画面自動更新」チェック時、アイコン形状（上下の向き）は最
新データに自動更新される。

チェックを入れると、地図上に
「簡易水位計アイコン」が表示される。

※簡易水位計は新規システムであり、
試験運用が必要のため、当面は行政
機関向けのみの公開とする。

簡易水位計 ※行政機関向けのみ



11

距離標表示 ※行政機関向けのみ

折りたたみ可能なサブメ
ニューから、距離標のライン
とキロ数を個別に表示・非表
示の切り替えができる。

初期表示では、両方非表示
とする。

地図拡大時のキロ数表示例



12

もぐり橋の状況

サブメニューから各橋のボタンをク
リックすると、別ウインドウでCCTV
画像を表示する。

「もぐり橋の状況」のボタンにマウ
スポインタをかざすと、もぐり橋一
覧のサブメニューが表示される。

信濃川
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気象警報・注意報【暫定版】

気象庁のバナーにマウスポインタをか
ざすと、気象庁HPの「気象警報・注意
報 : 新潟県 発表状況一覧」および「降

水ナウキャスト」へのリンクがサブメ
ニューで表示される。
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気象警報・注意報【最終版】 ※完成次第公開の予定

新潟県の発表状況をクリックすると、気象庁HPの「気象警報・注
意報 : 新潟県 発表状況一覧」が別ウインドウで表示される。
発表市町村をクリックすると、詳細発表状況を表示する。
「画面自動更新」チェック時、最新データに自動更新される。

チェックを入れると、地図上に気象
警報・注意報発表状況が表示される。

市町村単位の領域が、発表内容に
より以下の色で着色される。
注意報 ：黄
警報 ：赤
特別警報 ：紫



浸水の有無によりアイコンを切り替える。
：浸水なし ：浸水あり

15

浸水センサー ※行政機関向けのみ （今後検討のため、以下の画面はイメージ）

アイコンをクリックすると、個別状況詳細画面を別ウインドウ
で表示する。「画面自動更新」チェック時、アイコン形状は最
新データに自動更新される。

チェックを入れると、地図上に
「浸水センサーアイコン」が表示される。

イメージ画面

※浸水センサーは新規システムであり
試験運用が必要のため、当面は行政
機関向けのみ公開とする。



信濃川下流域情報共有プラットホームにおける
今後の課題について

１．双方向機能の必要性及び実現性について
① 双方向システムの必要性や同システムで取り扱う情報の種類及び運用の実現性等

について検討

② 例えば避難所や被災現場において、スマートフォン等から入力された被害状況や

避難所の避難者数及び必要とする物資等の情報を共有化

２．プラットホーム掲載情報の拡充について
① 緊急度の高い情報（大雨特別警報や避難指示等）を入手後、速やかにトップ画面

へ自動表示することを検討

② 今後、内水浸水センサーの整備に合わせて、内水浸水情報の表示を検討

③ 簡易水位計の増設に合わせて、簡易水位計の表示数を拡充

④ 排水機場及び排水樋門等の水位情報などを拡充
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