
北陸地方整備局

川の防災情報
レーダ雨量・水位・水質、ダム情報、洪水予報等、水防警
報などを表示
https://www.river.go.jp/  スマホ版 https://www.river.go.jp/s/

XRAIN GIS 版 雨量分布の推移情報　https://www.river.go.jp/

浸水想定区域図
荒川、阿賀野川、信濃川などが氾濫した場合の浸水想定区
域と浸水深を表示
http://www.hrr.mlit.go.jp/river/hanran/p1.html

管内河川 CCTV 
ライブ画像配信

荒川、阿賀野川、信濃川などの主要地点のライブ画像・
映像を配信　　  
画像：http://www.hrr.mlit.go.jp/i/live/river/toppage.html
映像：http://www.hrr.mlit.go.jp/river/riarutaimu/01_Top/

Top_page.htm

ハザードマップ
ポータルサイト

各市町村のハザードマップを表示
http://disaportal.gsi.go.jp/

浸水ナビ 各河川の地点別浸水シミュレーションを表示
http://suiboumap.gsi.go.jp/

ダム防災情報提供
システム

北陸管内直轄ダムの防災情報を表示
http://www.hrr.mlit.go.jp/river/dam-bousai/

動く浸水想定区域図
- 洪水氾濫シミュレーション -

北陸管内河川の堤防が決壊した場合の浸水状況を時系列的に表示
http://www.river.go.jp/portal/#84

公式 facebook 北陸管内の防災情報、事業情報などを facebook でお知らせ
https://www.facebook.com/hrr.mlit.go.jp

羽越河川国道事務所

公式 Twitter 荒川の防災情報、事業情報などを Twitterでお知らせ　
https://twitter.com/mlit_uetsu

信濃川河川事務所
信濃川下流河川事務所
阿賀野川河川事務所

信濃川・信濃川下流・
阿賀野川情報共有
プラットホーム

信濃川・阿賀野川における雨量、水位、ライブ画像などを表示
http://www.hrr.mlit.go.jp/shinage/platform/
public/shinano.html

信濃川河川事務所

公式 Twitter 信濃川中流・魚野川の事業情報、防災情報、及びその他
行政情報を発信　https://twitter.com/mlit_shinano

信濃川下流河川事務所

公式 Twitter 管内における防災情報などの災害対応に関連した情報や、所管する
河川に関する情報を発信　https://twitter.com/mlit_shinage

阿賀野川河川事務所

公式 Twitter 阿賀野川の防災情報、事業情報などを Twitterでお知らせ
https://twitter.com/mlit_aganogawa

高田河川国道事務所

公式 Twitter 関川、保倉川、姫川等の防災情報及びその他行政情報を発信
https://twitter.com/mlit_takada

富山河川国道事務所

公式 Twitter 防災情報、事業情報などを Twitterでお知らせ
https://twitter.com/mlit_toyama

防災ネット富山 エリア別の雨量、水位、海象、ライブ画像などを表示
http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/bousainet/palette/

黒部河川事務所

防災情報

黒部川流域におけるダム、河川、砂防、海岸、地震につい
て災害・防災関連情報を知らせる掲示板
http://www.hrr.mlit.go.jp/kurobe/bo_info/index.html  
携帯版 http://www.hrr.mlit.go.jp/kurobe/bousai-i/

金沢河川国道事務所

公式 Twitter 防災情報、事業情報などを Twitterでお知らせ
https://twitter.com/kanazawabousai1

防災情報いしかわ エリア別の雨量、水位、海象、ライブ画像などを表示　http://
www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/bousai-info-ishikawa/

阿賀川河川事務所

公式 Twitter 阿賀川の事業に関する情報、防災情報及びその他行政情報
を発信　https://twitter.com/mlit_agagawa

千曲川河川事務所

公式 Twitter 千曲川・犀川の防災情報、事業情報などを Twitterでお知らせ
https://twitter.com/mlit_chikuma 

新潟県

防災ナビ

洪水、土砂災害、津波などのハザードマップ表示、市町村か
らの避難情報のプッシュ通知等の機能を有する防災アプリ
h t t p s : // w w w . p r e f . n i i g a t a . l g . j p /s e c /
kikitaisaku/1356921834049.html

河川防災情報
システム

雨量・河川水位・監視カメラ等をリアルタイムで公開
http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/kasen/

土砂災害警戒情報
システム

土砂災害危険度、土砂災害危険箇所などの情報表示
http://doboku-bousai.pref.niigata.jp/sabou/
index_top.html

洪水浸水想定区域図
河川がはん濫した場合の浸水区域と浸水深を表示
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kasenkanri/
1233086526002.html

県内市町村の洪水
ハザードマップ

新潟県内市町村作成の洪水ハザードマップサイトへのまとめページ
ht t p s : // w w w. p re f . n i i g a t a . l g . j p /s e c /
kasenkanri/1233691298080.html

河川防災情報
「防災速報＠新潟県」

「防災速報＠新潟県」で河川防災情報及び緊急情報等を登
録いただいた方にメールで配信　http://www.bousai.
pref.niigata.jp/contents/1000123/index.html

富山県

富山防災 WEB

避難発令・避難所情報、気象注意報・警報、天気予報、
台風情報、レーダーアメダス、県内地震状況、津波予報、
土砂災害警戒情報、県内雨量実況表、県内水位実況表、
公共交通情報、ライフライン情報など
http://www.bousai.pref.toyama.jp/ 

河川・海岸カメラ 富山県内の河川・海岸に設置した監視カメラの映像　
http://kawa.pref.toyama.jp/camera/

洪水浸水想定区域図
及びハザードマップ

河川が氾濫した場合の浸水想定区域と浸水深を表示　http://
www.pref.toyama.jp/cms_sec/1503/kj00009527.html

津波浸水想定図
県内沿岸の主な地域の最大津波高を表示
https://www.pref.toyama.jp/1900/bousaianzen/
bousai/suigai/kj00017580.html

土砂災害警戒情報
支援システム

土砂災害危険度情報、雨量メッシュ情報、気象注意報・
警報など　http://www.sabo.pref.toyama.lg.jp/

土砂災害警戒情報
メール配信サービス

土砂災害警戒情報、気象注意報・警報など
http://www.sabo.pref.toyama.lg.jp/mail/index.html

石川県

河川総合情報
システム

気象、雨量、河川水位などの情報を表示
http://kasen.pref.ishikawa.lg.jp/
スマホ版 http://kasen.pref.ishikawa.lg.jp/sp/
携帯版 http://kasen2.pref.ishikawa.lg.jp/tel/

洪水浸水想定区域図 河川が氾濫した場合の浸水想定区域と浸水深を表示
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kasen/sinsui-m/index.html

土砂災害情報
システム

土砂災害危険度などの情報を表示
http://sabo.pref.ishikawa.jp/sabo-i/ 
スマホ版 https://sabo.pref.ishikawa.lg.jp/sabo-i/sp/
携帯版 https://sabo.pref.ishikawa.lg.jp/sabo-i/m/

長野県

河川砂防情報
ステーション

土砂災害警戒情報、気象注意報・警報発表内容、各地の最新
情報（雨量・水位・土砂災害危険度）
http://www.sabo-nagano.jp/res/portal.html

防災情報ポータル 最新の避難情報等
http://nagano-pref-bousai.force.com/

岐阜県

土砂災害警戒情報
ポータル http://alert.sabo.pref.gifu.lg.jp/

みなさんに伝えたい、知ってほしい！防災情報 ─ 北陸地方 ─

当冊子は、一般社団法人 北陸地域づくり協会の支援を受けています。
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