
 

～ 京 都 府 報 道 発 表 資 料 ～   京都府広報監 まゆまろ 

危機管理型水位計の設置について 

 

                                                       平成３０年８月２４日  

                                                    京都府建設交通部砂防課                                                    

電 話  0 7 5- 4 1 4 - 531 0  

  

近年、頻発する豪雨において、中小河川の氾濫による住家被害が相次いでいます。 

京都府では、洪水の危険が高まった際に、リアルタイムで水位情報を提供し、円滑な住

民避難に役立てるため、府が管理する中小河川６２箇所において、洪水時に特化した「危

機管理型水位計」を設置しますので、お知らせします。 

この危機管理型水位計は、国土交通省が新たな施策として設置を推進しているもので、

通常時は１日１回のみ水位を計測しますが、観測開始水位に達すると１０分間隔等での計

測を開始します。また、洪水時には遠隔操作での監視も可能となっているものです。 

これまで、府が管理する３７７河川のうち、水位計が設置されているのは８９河川 

１１２箇所でしたが、今回の設置により１４４河川１７４箇所に設置が進むこととなりま

す。 

 

 

危機管理型水位計とは 

◇ 一定の水位以下のときは、１日１回水位確認のみ行う 

◇ 観測開始水位に達すると１０分間隔等で計測を開始する 

◇ 洪水時には遠隔操作で監視可能 

 

１ 設置箇所 

京都府内の中小河川６２箇所  ※詳細別紙 

  （淀川水系２３箇所、由良川水系２９箇所、二級水系１０箇所） 

 

２ 設置基準 

◇ 平成 29 年台風 18号、21 号、平成 30 年 7 月豪雨で人家浸水被害等のあった河川      

◇ 流域面積 10k ㎡以上で、氾濫により人家被害が発生するおそれのある河川 

◇ 浸水実績があり、住民避難のための活用など市町村から要望がある河川 

 

４ 設置時期  

平成３１年３月頃までに順次 

 

 

 

 

 

                                                       〈設置イメージ〉 



＜別紙＞

No. 水系名 河川名 設置箇所（市町村、字） 土木事務所

1 淀川 白川 京都市左京区 01京土
2 淀川 鞍馬川 京都市左京区 01京土
3 淀川 静原川 京都市左京区 01京土
4 淀川 岩倉川 京都市左京区 01京土
5 淀川 久多川 京都市左京区 01京土
6 淀川 小塩川 京都市左京区 01京土
7 淀川 善峰川 京都市西京区 02乙訓
8 淀川 犬打川 宇治田原町 03山城北
9 淀川 大谷川 八幡市 03山城北
10 淀川 遠藤川 京田辺市 03山城北
11 淀川 普賢寺川（上流） 京田辺市 03山城北
12 淀川 萩の谷川 木津川市 04山城南
13 淀川 小川 木津川市 04山城南
14 淀川 赤田川 木津川市 04山城南
15 淀川 井関川 木津川市 04山城南
16 淀川 井関川 木津川市 04山城南
17 由良川 由良川 船井郡京丹波町 05南丹
18 由良川 上和知川 船井郡京丹波町 05南丹
19 由良川 井尻川 船井郡京丹波町 05南丹
20 淀川 東所川 南丹市 05南丹
21 淀川 山内川 亀岡市 05南丹
22 淀川 鵜ノ川 亀岡市 05南丹
23 淀川 法貴谷川 亀岡市 05南丹
24 由良川 質美川 船井郡京丹波町 05南丹
25 由良川 土師川 船井郡京丹波町 05南丹
26 由良川 曽根川 船井郡京丹波町 05南丹
27 淀川 本梅川 南丹市 05南丹
28 淀川 陣田川 南丹市 05南丹
29 淀川 栢原川 亀岡市 05南丹
30 由良川 古和木川 綾部市 06中丹東
31 由良川 上八田川 綾部市 06中丹東
32 由良川 安場川 綾部市 06中丹東
33 由良川 畑口川 綾部市 06中丹東
34 由良川 岡田川 舞鶴市 06中丹東
35 由良川 桧川 舞鶴市 06中丹東
36 由良川 草壁川 綾部市 06中丹東
37 由良川 久田美川 舞鶴市 06中丹東
38 川辺川 河辺川 舞鶴市 06中丹東
39 朝来川 朝来川 舞鶴市 06中丹東
40 福井川 福井川 舞鶴市 06中丹東
41 志楽川 堀川 舞鶴市 06中丹東
42 由良川 雲原川 福知山市 07中丹西
43 由良川 大呂川 福知山市 07中丹西
44 由良川 佐々木川 福知山市 07中丹西
45 由良川 竹田川 福知山市 07中丹西
46 由良川 大谷川 福知山市 07中丹西
47 由良川 田中川 福知山市 07中丹西
48 由良川 枯木川 福知山市 07中丹西
49 由良川 蓼原川 福知山市 07中丹西
50 由良川 尾藤川 福知山市 07中丹西
51 由良川 在田川 福知山市 07中丹西
52 由良川 相長川 福知山市 07中丹西
53 由良川 千原川 福知山市 07中丹西
54 由良川 畑川 福知山市 07中丹西
55 由良川 細見川 福知山市 07中丹西
56 由良川 直見川 福知山市 07中丹西
57 大雲川 大雲川 宮津市 08丹後
58 野田川 加悦奥川 与謝野町 08丹後
59 犀川 犀川 宮津市 08丹後
60 吉野川 吉野川 京丹後市 08丹後
61 福田川 新庄川 京丹後市 08丹後
62 木津川 木津川 京丹後市 08丹後

危機管理型水位計設置箇所　６２基


