
四国地方整備局

四国の防災・
災害情報

リアルタイム情報（注意報・警報、河川の水
位・雨量情報、土砂災害警戒情報）、台風・地
震・津波情報及び災害情報など
http://www.skr.mlit.go.jp/bosai/

四国防災
ポータルサイト

四国の防災に関する各種情報のリンク集
http://www.skr.mlit.go.jp/bosai/bosai_portal/index.html

管内の被害情報
四国地方整 備局の管 理 施 設の被害 情 報や
災害対応状況など
http://www.skr.mlit .go. jp/bosai/
sikoku/sokuhou/sokuhou.html

道路情報提供
システム

四国道路の交通規制、気象情報
http://www.skr.mlit.go.jp/road/info/index.html

四国地震防災
基本戦略
〜来るべき巨大
地震に備えて〜

四国地方における東海・東南海・南海地震等
の巨大地震に備え、国の機関、地方自治体、
学識経験者、地元経済界などが連携して取り
組むプロジェクトとその推進方策
http://www.skr.mlit .go.jp/kikaku/
senryaku/index.html#saishu

川の防災情報 "気象"×"水害・土砂災害"情報マルチモニタ
http://www.river.go.jp/portal/#80

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確認できる。
http://disaportal.gsi.go.jp/

浸水ナビ 堤防が決壊（破堤）した場合の浸水シミュレーション
http://suiboumap.gsi.go.jp/

川の水位情報 “気象”×“水害・土砂災害”情報マルチモニタ
https://k.river.go.jp/

国土防災ライブラリ
国土交通省の防災教育教材
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/
library/index.html

防災教育支援
四国地方整備局の防災教育教材
http://www.skr.mlit .go.jp/kikaku/
bousaikyouiku/index.html

水害リスクライン 全 国 の 河 川 の 状 況 をリアル タイムで 提 供
https://frl.river.go.jp/

徳島県

安心とくしま 災害・防災情報
http://anshin.pref.tokushima.jp/

水防情報
雨量、河川水位、ダム情報、気象情報、洪水
予報、カメラ映像
https://www.kasen.pref.tokushima.lg.jp/

徳島県総合地図
提供システム

防災・減災マップ，土砂災害警戒区域等マップなど
https://maps.pref.tokushima.lg.jp/

徳島市
消防・防災情報

防災・安全計画，避難所リストなど　
http://www.city.tokushima.tokushima.
jp/anzen/shoubo_bousai/index.html

鳴門市
防災・災害情報

防災情報無線、災害情報、ハザードマップなど
http://www.city.naruto.tokushima.jp/
kurashi/bosai/saigai/

小松島市
防災情報

防災計画、ハザードマップなど
https://www.city.komatsushima.lg.jp/
kurashi/bosai/

阿南市
安心・安全情報

ハザードマップ、特設公衆電話など
https://www.city.anan.tokushima.jp/
category/bunya/bosaigai/

吉野川市
防災情報

防災情報メール、洪水浸水想定区域図など
https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/
bousaijyouhou/

阿波市
安心・安全情報

防災マップ、避難所・救護所一覧など
https://www.city.awa.lg.jp/category/
bunya/anshin/

美馬市
防災情報

防災マップ、自主訓練活動など
http://www.city.mima.lg.jp/bousai/index.html

三好市
安心・安全情報

防災マップ、防災訓練など
https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/
kurashi/anshin/

勝浦町
災害関連情報

地域防災計画、指定避難場所など
http: //www.town.katsuura. lg . jp/
category/bunya/kurashi/saigai/

上勝町
安心・安全情報

土砂災害危険箇所・土砂災害警戒区域など
http://www.kamikatsu.jp/category/bunya/anshin/

佐那河内村
安心・安全情報

地域防災計画、河川監視カメラなど
ht tp: //www.vi l l . sanagochi . lg . jp/
category/bunya/anshinanzen/

石井町
災害・防災情報

防災マップ、地域防災計画など
h t t p s : // w w w . t o w n . i s h i i . l g . j p / 
categories/bunya/anzen/bosai/

神山町
防災情報

地域防災計画、河川監視カメラ、避難所一覧など
http://www.town.kamiyama.lg.jp/office/

那賀町
安心・安全情報

ハザードマップ、土砂災害警戒区域の指定など
http://www.town.tokushima-naka.
lg.jp/gyosei/anshin/

牟岐町
安心・安全情報

防災マップ、津波避難計画など
http://www.town.tokushima-mugi.
lg.jp/category/bunya/anshin/

美波町
安心・安全情報

地域防災計画、緊急速報メール
ht tps : //www.town.minami . lg . jp/
kurashi/anzen/

海陽町
安心・安全情報

防災マップ、地域防災計画など
ht t p s : // w w w. to w n . k a i y o . l g . j p /
category/bunya/anshin/

松茂町
安心・安全情報

ハザードマップ、防災情報リンク集など
https://www.town.matsushige.tokushima.
jp/navi/anshin_anzen.html

北島町
安心・安全情報

ハザードマップ、自主防災組織など
https://www.town.kitajima.lg.jp/anshin/

藍住町
安心・安全情報

ハザードマップ、緊急災害情報配信サービスなど
ht tps : //w w w.town . a izumi . lg . jp/
category/bunya/safety/

板野町
防災情報

防災マップ、災害時避難所一覧など
http://www.town.itano.tokushima.jp/bunya/bosaigai/

上板町
安心・安全情報

防災マップ、避難所一覧など
https://www.townkamiita.jp/category/bunya/anshin/

つるぎ町
くらしの情報

（消防・防災）

防災無線など
https://www.town.tokushima-tsurugi.
lg.jp/docs/3405.html

東みよし町
防災情報

防災マップ、非常持出品など
https://www.town.higashimiyoshi.
lg.jp/kurashi/bosai/

香川県

かがわ防災
Web ポータル

防災気象情報、砂防情報システム、携帯版防
災情報システムなど
http://www.bousai-kagawa.jp/

河川監視カメラ 河川監視カメラ画像
http://kasencamera.pref.kagawa.lg.jp

高松市
消防・危機管理

地域防災計画、防災マップ、防災緊急情報配信
サービス、防災情報メール配信サービスなど
https://www.city.takamatsu.kagawa.
jp/kurashi/kurashi/shobo/index.html

丸亀市
防災

指定避難場所一覧、津波避難ビル、家具の転倒
防止策、洪水ハザードマップ、防災マップなど
https://www.city.marugame.lg.jp/
itwinfo/cl1000022/　

坂出市
防災

指定避難所マップ、ハザードマップ、台風・高
潮・洪水・土砂災害情報、わが家の台風対策など
https://www.city.sakaide.lg.jp/life/3/15/

善通寺市
防災情報

ため池ハザードマップ、緊急避難場所一覧、地
域防災計画、災害から身を守るために
https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/life/1/11/51/

観音寺市
防災情報

総合防災マップ、ため池ハザードマップ、水防
計画、地域防災計画等
https://www.city.kanonji.kagawa.jp/life/1/7/38/

さぬき市
防災・安全

地域防災計画、避難所一覧、海抜マップ、ダム
の放流、ハザードマップ、観測情報システムなど
http://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/safety

東かがわ市
いざというとき

広域避難場所、地域防災計画、防災マップ、避
難情報伝達システム
https://www.higashikagawa.jp/itwinfo/cl406/

三豊市
防災・消防・
救急・安全

砂防情報、避難勧告・指示、風水害情報、避難場
所、防災マップ、ハザードマップ、地域防災計画など
https://www.city.mitoyo.lg.jp/kurashi/
bosai/index.html

土庄町
防災・消防

地域防災計画、防災マップ、非常持出品など
https://www.town.tonosho.kagawa.
jp/gyosei/kurashi/bosai/index.html

小豆島町
防災・消防情報

災害に備えて、準備しておきたい非常持ち出
し品、小豆島町各地区避難場所一覧など
https://www.town.shodoshima.lg.jp/
gyousei/kurashi_navi/8/index.html

三木町
防災情報

地域防災計画、防災情報、指定避難場所、防災行政無線、
防災行政メール、防災ラジオ、防災ガイドブックなど　
http://www.town.miki.lg.jp/bosai/

直島町
防災

津波高潮・土砂ハザードマップ
http://www.town.naoshima.lg .jp/
kurashi/kyukyu/cl1000007/index.html

宇多津町
もしものときに防災

（防災 ･ 防犯 ･ 安全）

防災・ハザードマップ、家庭での安全対策、避難場所など
ht tp s : //w w w. to w n .u t a zu . l g . j p /
kurashi/bousaibouhan/bosai/

綾川町
安心・安全

災害関連情報、防災・危機管理、消防・救急、
防犯・交通安全など
https://www.town.ayagawa.lg .jp/
bunya/anshin/

琴平町
防災情報

防災マップ、防災心得、地域防災計画
https://www.town.kotohira.kagawa.jp/life/1/10/

多度津町
情報提供

災害から身を守るためには、防災マップ、津波・
土砂災害ハザードマップ、防災情報メールなど　
https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/
itwinfo/cl1000058/

まんのう町
防災情報

非常持ち出し品情報、風水害情報・洪水情報、
地震、土砂災害情報
https://www.town.manno.lg.jp/kurashi/
kurashi_guide/bosai_syobo/

愛媛県

えひめ河川（かわ）
メール

登録した地域の河川の水位や降雨量が基準値を
超過した場合のほか、ダムの放流情報などを携帯
電話やパソコンにメール配信するサービスです。
https://www.pref.ehime.jp/h40600/
kasenalarm/h40600.html

河川・砂防情報
システム

発令情報、気象情報、河川警戒情報、土砂災
害警戒情報、河川水位・ダム諸量・雨量・レー
ダー雨量情報
http://kasensabo.pref.ehime.jp/dosha/

愛媛県
防災メール

地震・津波情報、気象注警報、土砂災害警戒情
報、河川洪水予報、国民保護情報、記録的短時
間雨量情報、竜巻注意情報、市町からの避難勧
告・指示情報や避難所開設情報などの防災情報
や緊急のお知らせを、お手持ちの携帯電話やパ
ソコンに電子メールで配信するサービスです。
https://www.pref.ehime.jp/bosai/
bosaimail.html

河川監視カメラ
河川の増水状況等をリアルタイムに実感を伴
う分かりやすい画像で提供
https://www.pref.ehime.jp/kasen/Default.htm

水害リスク情報

洪水浸水想定区域図や過去の浸水実績などの
水害リスクマップの提供、また愛媛県の水防
計画などの掲載
h t t p s : / / w w w . p r e f . e h i m e . j p /
shakaikiban/kasen/suibo/index.html

松山市
防災情報

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
https://www.city.matsuyama.ehime.
jp/kurashi/bosai/bousai/index.html

今治市
防災情報

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
https://www.city.imabari.ehime.jp/bousai/

宇和島市
防災情報

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
https://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/5/

八幡浜市
防災情報

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
http://www.city.yawatahama.ehime.
jp/bunya/bosaigai/

新居浜市
防災情報

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
https://www.city.niihama.lg.jp/site/
bousai/

西条市
防災情報

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
https://www.city.saijo.ehime.jp/life/1/3/

大洲市
防災情報

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
ht tps : //w w w.c i t y.ozu .eh ime . jp/
soshiki/kikikanri/

伊予市
防災情報

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
https://www.city.iyo.lg.jp/bousai/
kurashi/bosai/bosai/index.html

四国中央市
防災・危機管理

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
https://www.city.shikokuchuo.ehime.
jp/soshiki/6/4062.html

西予市
防災情報

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
https://www.city.seiyo.ehime.jp/
kurashi/bousai/index.html

東温市
防災情報

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
https://www.city.toon.ehime.jp/life/1/3/12/

上島町
防災情報

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
https://www.town.kamijima.lg .jp/
life/1/1/95/

久万高原町
防災情報

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
https://www.kumakogen.jp/life/1/1/22/

松前町
防災情報

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
https://www.town.masaki.ehime.jp/site/bousai/

砥部町
防災情報

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
https://www.town.tobe.ehime.jp/site/bousai-bouhan/

内子町
防災情報

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
https://www.town.uchiko.ehime.jp/site/bousai/

伊方町
防災情報

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
https://www.town.ikata.ehime.jp/life/1/1/7/

松野町
防災情報

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
https://www.town.matsuno.ehime.jp/soshiki/2/

鬼北町
防災情報

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
https://www.town.kihoku.ehime.jp/soshiki/bousai/

愛南町
防災情報

地域防災計画、防災マップ・ハザードマップなど
https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/
tetsuduki/anshin/bosai/index.html

高知県

こうち防災情報
緊急情報、避難勧告・指示、被災状況、被災者
支援情報、注意報、警報
http://kouhou.bousai.pref.kochi.lg.jp/

水防観測情報
雨量観測情報、水位観測情報、ダム観測情報、
堰観測情報など
http://suibo-kouho.suibou.bousai.
pref.kochi.lg.jp/index.html

高知県の土砂
災害危険度情報

土砂災害危険度情報、気象情報、雨量情報など
https://d-keikai.pref.kochi.lg.jp/index.aspx

みなさんに伝えたい、知ってほしい！防災情報 ─ 四国地方 ─
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