
土砂災害から
命を守るために

土砂災害警戒情報の提供について

福 井 県

土砂災害から
命を守るために



「土砂災害警戒情報」は、大雨による土砂災害のおそれが高まった
時に市町長が発令する避難指示の判断の支援や、住民のみなさんの
自主避難の参考となるよう、福井県と福井地方気象台が共同で発表
する防災情報です。

土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報 とは？

「土砂災害警戒情報」は以下の手順で作成・発表されます。

県危機対策・防災課

市 町

防災行政無線
（一斉FAX）

防災無線等

土砂災害警戒情報を
市町単位で共同発表

報道機関

防災情報提供システム

公共交通機関

etc…

住 民 の み な さ ん

避難指示の判断支援

避難指示
自主避難の
判断支援

・インターネット
・イントラネット
（発表文および
面的情報の提供）

福井県福井県 福井地方気象台福井地方気象台

自主避難の
判断支援

・インターネット
（発表文の提供）

・防災情報提供システム
（面的情報の提供）

TV等

①「土砂災害警戒情報」の発表は、避難行動を開始するタイミングの目安であること
意味します。お住まいの地域で土砂災害が起こりやすくなっていますので、警戒を
強めてください。

②自主的に避難をするときは、雨量情報、気象情報、土砂災害の前兆現象などに気を
配り、総合的に判断してください。

「土砂災害警戒情報」が発表されたら？



土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報 をインターネットで見るには？

※このページは、いざという時にすぐアクセスできるように“お気に入りに追加”（ブックマーク）
することをお奨めします。

「福井県 河川･砂防総合情報 http://ame.pref.fukui.jp 」
にアクセスしてください。

「土砂災害警戒情報」は、市町単位

で発表されます。

福井県がインターネットで提供する

「土砂災害警戒情報」を補足する情報

では県内を186面に区分した約5kmの

格子状に区分したメッシュと、さらに

詳細な１kmのメッシュによる面的判定

結果を提供しています。

これによりどの地域が、より危険性

が高まっているのかがわかります。
【 トップページ 】

【 全県判定結果ページ 】

ここをクリック

どの地域がより危険性が
高まっているのかを4段階
で表示

発表された市町を赤く表示



土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報 をインターネットで見るには？

【 1kmメッシュ判定結果 】

ここをクリック⑦

ここをクリック⑥

ここをクリック④

ここをクリック⑤

【 危険度判定図 】

【 5kmメッシュ判定結果 】

ここをクリック①

【 発令現況表 】

【 発令履歴 】ここをクリック②

警戒対象地域を市町単位で記述

警戒内容を記述

雨域、警戒対象地域を表示

④クリックした格子を中心

とする5kmメッシュの判定

結果が表示されます。

③発表されている

「土砂災害警戒情報」の

詳細が表示されます。

①市町別の

発表・解除日時を一覧表示

②時系列で

発表・解除等の履歴を表示

ここをクリック③

⑤クリックした格子を中心

とする1kmメッシュの判定

結果が表示されます。

大雨注意報・
警報基準
の表示

対象地区の表示

危険度レベルと
コメントの表示

⑦クリックした格子の

「危険度判定図」が

表示されます。



外出先

メニューの「i-ameメール登録」
から登録すると、自動メール通報を受け取ることが

できます（携帯またはパソコン）。

土砂災害警戒情報外出先 などで 土砂災害警戒情報 を受け取る

※このページは、いざという時にすぐアクセスできるように“お気に入りに
追加”（ブックマーク）することをお奨めします。

「福井県 河川･砂防総合情報 http://i-ame.ame.pref.fukui.jp 」
にアクセスしてください。外出先でも携帯サイトからチェックできます。

送信者：xyz@aa.bb.com
日 時：07/19 15:00
宛 先：xyz@aa.bb.com
件 名：土砂災害警戒情報

こちらは福井県です。
土砂災害警戒情報（共同発
表）をお知らせします。

▼発表時刻
2015/07/18 3:50（第Ｘ
号）

▼発表市町
敦賀市 発表

▼<概況>
降り続く大雨のため、警戒
対象地域では土砂災害の危
険度が高まっています。
------------------------
詳細情報はこちらからご確
認ください。
------------------------
パソコン、スマートフォン
http://ame.pref.fukui.jp
携帯電話
http://i-
ame.ame.pref.fukui.lg.jp
------------------------
登録変更解除はこちらから
お願いします。
http://i-
ame.ame.pref.fukui.lg.jp
/fukuimelmaga/amemails/
------------------------
福井県

福井県
河川砂防情報

・ 水位情報
・ 雨量情報
・ 洪水予報情報
・ 土砂災害警戒情報
・ 気象注警報
・ i-ameメール登録
・ お知らせ
・ 提供情報について

■ 特別警報あり
! 警報等あり
# 注意報等あり
・ 通常

情報提供:
福井県土木部
砂防防災課・河川課

***ご案内 ***

この防災情報はインター
ネットにて下記のURLか
らもご覧になれます。
<URL>
河川・砂防総合情報:
http://ame.pref.fukui.
jp/ 

市町別発表状況

土砂災害警戒情報
発表状況

7月18日 3時50分現在

【嶺 北】
福井市
大野市
勝山市
鯖江市
あわら市
越前市
坂井市
永平寺町
池田町
南越前町
越前町

【嶺 南】
敦賀市 発表
小浜市
美浜町
高浜町
おおい町
若狭町

・ 共同発表文へ
・ 注意事項へ
・ ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞへ戻る【河川砂防TOP画面】

【発表市町一覧】

【メール通報の例】

メニュー

土砂災害警戒情報
共同発表文

【発表情報】
第Ｘ号

【発表日時】
XX月XX日 XX時XX分

【警戒対象地域】
敦賀市

【警戒文】
<概況>
降り続く大雨のため、
警戒対象地域では土砂
災害の危険度が高まっ
ています。
<とるべき措置>
崖の近くなど土砂災害
の発生しやすい地区に
お住まいの方は、早め
の避難を心がけるとと
もに市町から発表され
る避難勧告などの情報
に注意してください。

【共同発表文】

・ 前の画面へ戻る
・ ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞへ戻る



土砂災害 前兆現象土砂災害には前兆現象があります。

福井県土木部砂防防災課
〒 910-8580 福井県福井市大手3-17-1
TEL 0776-20-0494
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sabo/index.html

土砂災害の主な前兆現象として、以下のことがあげられます。
豪雨時やその後には特に注意して、もしも現象を見かけたら、市町村役場や県内

土木事務所などに連絡して、早めの避難を心がけてください。

土砂災害とは？
大雨や地震などが引き金となっ

て、山や崖が崩れたり、水と混じ

りあった土や石が川から流れ出た

りする現象によって、私たちの命

や財産などが脅かされる自然の災

害です。

●土石流
・「山鳴り」といって、山全体がうなっている。
・川の流れがにごったり、流木が混じっている。
・雨が降り続いているのに、川の水が減っている。

●がけ崩れ
・がけから小石がパラパラと落ちてくる。
・がけに割れ目ができている。
・がけから水が湧き出している。

本情報は、土砂災害発生の危険度を降雨に基づいて判定し発表するもので、斜面の植生・地質・

風化の程度等の特性や地下水の流動等を反映したものではないため、個別の災害発生箇所・時

間・規模などを詳細に特定するものではありません。

発表とする土砂災害の事象は、技術的に予測が可能である土石流やがけ崩れとしており、地すべ

り等は本情報の対象とはしていません。

本情報が発表されていない地域でも地形・地質などの条件によっては、土砂災害が発生する恐れ

がありますので注意してください。

【土砂災害警戒情報（補足情報）の利用上の留意点】


