
協議会 担当者会議 防災情報WG 水害に強い地域づくり計画WG 土砂災害に強い地域づくり計画WG

首長等 各組織担当者 市担当者 地域住民(自治会) 地域住民(自治会)

第1回(H22.10.19)
　検討課題、計画の地区選定(案)

第2回(H22.12.2)
　検討課題、計画の地区選定(案)

第3回(H23.1.14)
　協議会の進め方など

下記の3テーマでの取り組みについて承認を得た。
・避難判断支援資料の検討
・水害に強い地域づくり計画の検討
・土砂災害に強い地域づくりの検討

第2回(H24.1.31)
　検討結果報告、今後の検討内容・スケジュール

第3回(H24.1.27)
　検討結果報告、今後の検討内容・スケジュール

三本柳水害履歴調査（H24.2.15)

第4回(H24.3.21)
　地区別判断基準の検討(野洲川・杣川)

第1回(H24.522)
　検討結果報告、今後の検討内容・スケジュール

三雲地域主導WG(H25.6.14)
　規約、組織図、避難のタイミングの検討

三雲地域主導WG(H25.7.12)
　組織図、行動計画の検討

三雲地域主導WG(H25.9.13)
　台帳作成手順の検討、情報伝達演習

避難計画書(素案)、防災マップ(素案)の全戸配布
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H25.10.1送付)

避難計画書(素案)、防災マップ(素案)の全戸配布

三雲地域主導WG(H26.3.16)
　三雲地区初の水害に対する避難訓練の実施

地区別避難計画作成の手引き(案)の作成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (H26.2完成)

　三雲地区版洪水ハザードマップの全戸配布

三本柳出前講座（H27.5.23)

三本柳出前講座（H27.2.22)

下記テーマでの取り組み状況について報告し、今後
の検討方針について承認を得た。
【防災情報WG】避難判断支援資料の検討
【水害に強い地域づくりWG】湖南市三雲、甲賀市黄
瀬
【土砂災害に強い地域づくりWG】甲賀市多羅尾、湖
南市ハイウェイサイドタウン

柑子袋出前講座（H27.5.10)

黄瀬第3回(H27.6.18)
　今年度の取り組みの確認
　浸水警戒区域(敲案)の提示

ハイウェイサイドタウン第3回(H27.6.20)
　まち歩き(現地確認)
　　危険箇所の確認
　　防災マップ(素案)の精度向上

ハイウェイサイドタウン第4回(H27.7.25)
　防災マップ(素案)の見直し

三本柳第1回（H27.9.26)
　水害履歴補足調査

 

第2回(H27.12.24)
　検討結果報告、今後の検討内容・スケジュール

三本柳第2回(H27.10.24)
  自治会主催の防災訓練　　今後の取り組みに関する出前講座

ハイウェイサイドタウン第5回(H28.1.24)
　防災マップ(素案)・避難計画書(素案)の更新
　　避難訓練結果を受けて、地区別防災マップ(素案)
　　地区別避難計画書(素案)を更新

第1回(H27.8.4)
　検討結果報告、今後の検討内容・スケジュール
  土砂災害に対する避難タイミングの協議
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主体

第4回(H23.2.8)
　進め方の最終確認、各WGの課題確認第1回(H23.3.16)

　協議会設置、会長選出、規約承認、検討内容承認

甲賀市第1回(H23.10.18)
　避難発令に関する課題

第2回(H23.11.24)
　今後の取組み方針 準備調査(H23.12.3)

　出前講座と住民の意識調査

甲賀市第1回(H26.2.17)
　H25台風18号時の対応と課題の確認

三雲地域主導WG(H25.5.12)
　自主防災組織の目標確認

湖南市第1回(H23.9.27)
　避難発令に関する課題

第3回(H24.3.12)
　地区別判断基準の検討(野洲川・杣川)
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多羅尾第2回(H24.3.4)
　まち歩きによる防災マップ(素案)の記載内容の確認

第2回(H23.12.19)
　きめ細かい河川防災情報の提供の検討方針

多羅尾第1回(H23.12.18)
　出前講座、防災マップの説明および防災マップ(素案)作成

準備調査(H23.5.26)
　取り組み内容の説明

準備調査(H23.7.11)
　水害履歴調査

第1回(H23.9.7)
　H23年度の検討内容とスケジュールの確認

各テーマでの取り組み状況について報告し、今後の
検討方針について承認を得た
【防災情報WG】避難判断支援資料の検討
【水害に強い地域づくりWG】湖南市三雲
【土砂災害に強い地域づくりWG】甲賀市多羅尾

第2回(H25.2.14)
　避難判断支援資料(案)の検討(野洲川・杣
川)

第1回(H24.12.25)
　避難判断支援資料(案)の検討方針(野洲川・
杣川)

三雲行政主導WG(H25.2.26)
　訓練結果を踏まえた洪水ハザードマップ修正案の提示

ハイウェイサイドタウン避難訓練(H27.10.4)
　防災マップ(素案)を用いた訓練
　土砂災害に関する出前講座

第2回 (H25.3.8)
　検討結果報告、今後の検討内容・スケジュール

三雲地域主導WG(H26.3.2)
　湖南市防災フォーラムでの取り組み発表

湖南市第1回(H26.2.3)
　H25台風18号時の対応と課題の確認

大戸川沿川防災情報ＷＧ(H27.8.25)
  避難勧告等ガイドライン改訂に伴う水位設定
　変更に関する協議（甲賀市、大津市、県）

大戸川沿川防災情報ＷＧ(H27.10.7)
  避難勧告等ガイドライン改訂に伴う水位設定
  変更に関する協議（甲賀市、県）

野洲川上流・杣川防災情報ＷＧ(H27.10.13)
  避難勧告等ガイドライン改訂に伴う水位設定
　変更に関する協議（甲賀市、湖南市、県）

多羅尾第1回(H24.11.11)
　避難計画書作成手順の確認、避難計画書(素案)作成三雲行政主導WG(H24.12.7)

　洪水ハザードマップ(案)の作成

三雲行政主導WG(H25.1.22)
　災害図上訓練実施、簡易量水標設置位置検討

多羅尾第2回(H25.1.20)
　避難計画書(素案)に関する話し合い

三雲地域主導WG(H26.3.9)
　自主防災会役員による水害図上訓練の実施

三雲地域主導WG(H25.8.19)
　行動計画、役割分担の検討

組ごとの話し合い結果を踏まえた避難計画書(素案)の修正
　⇒多羅尾区避難計画書(素案)完成
　⇒多羅尾区防災マップ(素案)完成

三雲地域主導WG(H25.10.18)
　活動マニュアル中間とりまとめ、H25T18洪水時の活動結果の
反省

三雲地域主導WG(H25.11.15)
　自主防災組織活動マニュアル(初版)策定

多羅尾第1回(H25.11.3)
　防災マップ(素案)・避難計画書(素案)を用いた避難訓練

多羅尾第2回(H26.1.31)
　避難訓練、台風18号の経験を踏まえた防災マップ(素案)、
避難計画書(素案)の修正
　⇒防災マップ(案)、避難計画書(案)完成

三雲地域主導WG(H26.2.7)
　洪水ハザードマップの作成
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野洲川上流・杣川防災情報ＷＧ(H27.12.24)
  避難勧告等ガイドライン改訂に伴う水位設定
　変更に関する協議（甲賀市、湖南市、県）

ハイウェイサイドタウン第1回(H27.1.29)
　防災マップ、避難計画書の作成についての説明
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ハイウェイサイドタウン第2回(H27.2.15)
　防災マップ(素案)、避難計画書(素案)の作成第1回(H27.2.17)

　検討結果報告、今後の検討内容・スケジュール

第3回(H27.3.25)
　検討結果報告、今後の検討内容・スケジュール

甲賀市第1回(H26.11.17)
　H25台風18号時の課題と対応策の確認

湖南市第1回(H26.11.19)
　H25台風18号時の課題と対応策の確認

第2回(H27.1.28)
　避難判断支援資料(案)の更新内容の確認

黄瀬第1回(H26.11.15)
　住民説明会・出前講座

黄瀬第6回(H28.2.17)
　避難計画の検討(北側上地区)

黄瀬第7回(H28.2.19)
　避難計画の検討(北側下地区)

黄瀬第8回(H28.2.23)
　避難計画の検討(小池地区)

黄瀬第9回(H28.2.26)
　避難計画の検討(山添地区)

黄瀬第10回(H28.3.1)
　避難計画の検討(東出地区)

検
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黄瀬第5回(H27.10.18)
　避難についての話し合い
　　世帯ごとの「避難カード」を作成するための意見交換

黄瀬第4回(H27.7.26)
　まち歩き(現地確認)
　　浸水警戒区域(敲案)境界線の確認
　　危険箇所の確認・避難について考えながら歩く

黄瀬第2回(H27.3.1)
　水害・土砂災害図上訓練

黄瀬水害履歴調査(H27.2.2)
　水害経験者へのヒアリング(水害情報の伝承)

黄瀬現地調査(H26.12.20)
　家屋床面の標高調査

甲賀圏域 これまでの取組経緯
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料
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第4回(H28.3.9)
　検討結果報告、今後の検討内容・スケジュール

協議テーマ
■浸水警戒区域の指定を含めた重点地区での取り
組み状況（黄瀬等）
■その他の地区での住民ＷＧの取組状況（ﾊｲｳｪｲｻ
ｲﾄﾞﾀｳﾝ等）
■市の取組紹介

三本柳第3回(H28.7.30)
　水害図上訓練

三本柳第4回(H28.10.22)
　まちあるき(現地確認)
　　危険箇所の確認・避難について考えながら歩く

三本柳現地調査(H28.10.22)
　家屋床面の標高調査

第2回(H28.12.21)
　検討結果報告、今後の検討内容・スケジュール
確認

第5回(H29.3.27)
　検討結果報告、今後の検討内容・スケジュール

三本柳第5回(H29.1.20)
　避難に関するアンケート調査実施に向けた協議

三本柳第6回(H29.4.21)
　タイムラインの検討

第1回(H29.6.12)
H29 取組スケジュール，取組内容

三本柳第7回(H29.6.27)
　タイムラインの確認および避難カードの検討

三本柳　避難カード配布 (H29.9.18)
三本柳　避難カード回収（H29.10.17～）

三本柳 (H29.11.25)
　防災訓練
　・区主催、避難計画に準じた避難訓練
　・区域指定に関する全体説明

第2回(H29.11.28)
 要配慮者利用施設の取組，緊急行動計画等

三本柳 (H29.12～)
　区域指定に関する個別説明会

第3回(H30.3.2)
 出水期の振り返り、平成29年度の取組報告等

第1回(H30.7.4)
H30 取組スケジュール，協議会の開催について

第6回(H30.7.　)
　検討結果報告、今後の検討内容・スケジュール

平
成
28
年
度

牧第1回（H28.11.23）
　出前講座

勅旨第3回（H28.11.27）
　水害・土砂災害図上訓練

黄瀬（H28.8～12）
　区域指定に関する個別説明

黄瀬第12回（H28.8.20）
　第1回区域指定説明会

勅旨第2回（H28.9.14）
　水害履歴調査

黄瀬第13回（H28.10.14）
　第2回区域指定説明会

黄瀬避難訓練（H28.10.30）
　区主催、避難計画に準じた避難訓練
　避難訓練後、避難計画についての説明会

江田第1回（H28.11.20）
　出前講座

第1回(H28.5.31)
　検討結果報告
　今後の検討内容・スケジュール確認

勅旨第1回（H28.6.18）
　出前講座（水害・土砂災害）

神山第1回（H28.7.19）
　水害履歴調査

黄瀬（H28.5～7）
　避難候補場所管理者との調整

勅旨第4回（H29.3.11）
　取組報告、水害履歴調査報告会

協議テーマ
■黄瀬地区での取組状況
■その他地区での取組状況
■出水期の対応振り返り

黄瀬第11回(H28.3.4)
　避難計画の検討(内裏野地区)

協議テーマ
■黄瀬地区での浸水警戒区域のしていについて
■その他地区での取組状況
■出水期の対応振り返り

平
成
30
年
度

勅旨第7回（H30.2.17）
　タイムラインの検討

平
成
29
年
度

勅旨第5回（H29.7.30）
　まちあるき

神山第3回（H29.9.24）
　図上訓練

黄瀬（H29.10.28）
　防災訓練（避難訓練およびHUG）

神山第5回（H29.11.26）
　まちあるき

勅旨第6回（H29.12.3）
　タイムラインの検討

神山第2回（H29.3.10）
　出前講座、水害履歴調査報告会


