
 

お 知 ら せ 
名古屋地方気象台 

令 和 2 年 7 月 2 日 

名 古 屋 地 方 気 象 台 

 

愛知県の洪水警報・注意報基準の一部変更について 

 

名古屋地方気象台が発表する洪水警報・注意報の基準のうち、「指定河川洪水予報

による基準」について、その一部を下記のとおり変更することとします。 

 

記 

 

１ 変更日時 

令和 2 年 7 月 2 日 13 時 

 

２ 変更の内容 

洪水警報・注意報は、「流域雨量指数」※により判断して発表を行うほか、指定

河川洪水予報と整合を図って発表する（これを「指定河川洪水予報による基準」と

いう。）という運用を行っています。 

先般、愛知県が管理する洪水予報実施河川である日光川と境川・逢妻川について、

愛知県により水防法に基づく浸水想定区域の見直しが実施されました（日光川：令

和元年 8 月 30 日 境川・逢妻川：令和 2 年 4 月 10 日）。 

ついては、日光川および境川・逢妻川の浸水想定域に係る二次細分区域（市町村

等）の洪水警報・注意報の「指定河川洪水予報による基準」を変更します。 

 

※流域雨量指数：河川の上流域に降った雨によりどれだけ下流の洪水危険度が高

まるかを把握するための指標 

 

３ 変更後の洪水警報・注意報発表基準一覧表 

 基準変更後の愛知県の警報・注意報発表基準一覧表（別表２）洪水警報基準を別

紙１に、愛知県の警報・注意報発表基準一覧表（別表４）洪水注意報基準を別紙２

に示します。なお、変更部分を赤字で記載します。 

 

 

 

問合せ先：名古屋地方気象台 電話 052-751-5124 

  



別紙１

市町村等をまとめた地域 市町村等 指定河川洪水予報による基準

名古屋市 木曽川中流［犬山・笠松］，
庄内川［志段味・枇杷島・瀬古］，
愛知県天白川水系　天白川［天白川］，
愛知県日光川水系　日光川［ 戸苅・古瀬］，
愛知県庄内川水系　新川［水場川外水位］

瀬戸市 庄内川［志段味］

春日井市 庄内川［志段味］

犬山市 木曽川中流［犬山］

小牧市 木曽川中流［犬山］

尾張旭市 －

豊明市 愛知県境川水系
　境川・逢妻川［泉田・ 一ツ木逢妻川］

日進市 －

長久手市 －

東郷町 －

一宮市 木曽川中流［犬山・笠松］，
愛知県日光川水系　日光川［戸苅・古瀬］

津島市 木曽川中流［犬山・笠松］，
木曽川下流［木曽成戸］，
愛知県日光川水系　日光川［ 戸苅・古瀬］

江南市 木曽川中流［犬山・笠松］

稲沢市 木曽川中流［犬山・笠松］，
木曽川下流［木曽成戸］，
愛知県日光川水系　日光川［戸苅・古瀬］

岩倉市 木曽川中流［犬山］

愛西市 木曽川中流［犬山・笠松］，
木曽川下流［木曽成戸］，
長良川下流［長良成戸］，
愛知県日光川水系　日光川［戸苅・古瀬］

清須市 木曽川中流［犬山・笠松］，
庄内川［志段味・枇杷島］，
愛知県庄内川水系　新川［水場川外水位］

北名古屋市 木曽川中流［犬山・笠松］，
庄内川［志段味・枇杷島］，
愛知県庄内川水系　新川［水場川外水位］

弥富市 木曽川中流［犬山・笠松］，
木曽川下流［木曽成戸］，
愛知県日光川水系　日光川［ 戸苅・古瀬］

あま市 木曽川中流［犬山・笠松］，
庄内川［志段味・枇杷島］，
愛知県日光川水系　日光川［ 戸苅・古瀬］，
愛知県庄内川水系　新川［水場川外水位］

豊山町 庄内川［志段味］，
愛知県庄内川水系　新川［水場川外水位］

大口町 木曽川中流［犬山］

扶桑町 木曽川中流［犬山］

大治町 木曽川中流［犬山・笠松］，
庄内川［枇杷島］，
愛知県庄内川水系　新川［水場川外水位］

蟹江町 木曽川中流［犬山・笠松］，
木曽川下流［木曽成戸］，
愛知県日光川水系　日光川［ 戸苅・古瀬］，
愛知県庄内川水系　新川［水場川外水位］

飛島村 木曽川中流［犬山・笠松］，
愛知県日光川水系　日光川［ 戸苅・古瀬］

愛知県の警報・注意報発表基準一覧表（別表２）洪水警報基準

※変更箇所を赤字下線で示す

尾張東部

尾張西部



半田市 －

常滑市 －

東海市 愛知県天白川水系　天白川［天白川］

大府市 愛知県境川水系
　境川・逢妻川［泉田・ 一ツ木逢妻川］

知多市 －

阿久比町 －

東浦町 愛知県境川水系
　境川・逢妻川［泉田・ 一ツ木逢妻川］

南知多町 －

美浜町 －

武豊町 －

岡崎市 矢作川［高橋・岩津］

碧南市 矢作川［岩津・米津］

刈谷市 矢作川［高橋・岩津］，
愛知県境川水系
　境川・逢妻川［泉田・一ツ木逢妻川］

安城市 矢作川［高橋・岩津・米津］

西尾市 矢作川［岩津・米津］

知立市 矢作川［高橋・岩津］，
愛知県境川水系
　境川・逢妻川［ 泉田・一ツ木逢妻川］

高浜市 矢作川［岩津・米津］

幸田町 矢作川［岩津］

豊田市西部 矢作川［高橋・岩津］，
愛知県境川水系
　境川・逢妻川［ 泉田・一ツ木逢妻川］

みよし市 －

西三河北東部 豊田市東部 －

新城市 豊川及び豊川放水路［石田］

設楽町 －

東栄町 －

豊根村 －

豊橋市 豊川及び豊川放水路［石田・当古・放水路第１］

豊川市 豊川及び豊川放水路［石田・当古・放水路第１］

蒲郡市 －

田原市 －

注：「指定河川洪水予報による基準」の「○○川［△△］」は、洪水警報においては「指定河川である○○川に発
表された洪水予報において、△△基準観測点で氾濫警戒情報又は氾濫危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水
警報を発表する」ことを、洪水注意報においては、同じく「△△基準観測点で氾濫注意情報の発表基準を満たしてい
る場合に洪水注意報を発表する」ことを意味する。

東三河南部

知多地域

西三河南部

西三河北西部

東三河北部



別紙２

市町村等をまとめた地域 市町村等 指定河川洪水予報による基準

名古屋市 庄内川［志段味・枇杷島・瀬古］，
愛知県天白川水系　天白川［天白川］，
愛知県日光川水系　日光川［ 戸苅・古瀬］，
愛知県庄内川水系　新川［水場川外水位］

瀬戸市 庄内川［志段味］

春日井市 庄内川［志段味］

犬山市 木曽川中流［犬山］

小牧市 －

尾張旭市 －

豊明市 愛知県境川水系
　境川・逢妻川［泉田・ 一ツ木逢妻川］

日進市 －

長久手市 －

東郷町 －

一宮市 木曽川中流［犬山・笠松］，
愛知県日光川水系　日光川［戸苅・ 古瀬］

津島市 愛知県日光川水系　日光川［ 戸苅・古瀬］

江南市 木曽川中流［犬山］

稲沢市 木曽川中流［笠松］，
愛知県日光川水系　日光川［戸苅・古瀬］

岩倉市 －

愛西市 木曽川中流［笠松］，
木曽川下流［木曽成戸］，
長良川下流［長良成戸］，
愛知県日光川水系　日光川［戸苅・古瀬］

清須市 庄内川［枇杷島］，
愛知県庄内川水系　新川［水場川外水位］

北名古屋市 愛知県庄内川水系　新川［水場川外水位］

弥富市 木曽川下流［木曽成戸］，
愛知県日光川水系　日光川［ 戸苅・古瀬］

あま市 庄内川［枇杷島］，
愛知県庄内川水系　新川［水場川外水位］

豊山町 －

大口町 －

扶桑町 木曽川中流［犬山］

大治町 庄内川［枇杷島］，
愛知県庄内川水系　新川［水場川外水位］

蟹江町 愛知県日光川水系　日光川［ 戸苅・古瀬］

飛島村 愛知県日光川水系　日光川［ 戸苅・古瀬］

愛知県の警報・注意報発表基準一覧表（別表４）洪水注意報基準

※変更箇所を赤字下線で示す

尾張東部

尾張西部



半田市 －

常滑市 －

東海市 愛知県天白川水系　天白川［天白川］

大府市 愛知県境川水系
　境川・逢妻川［泉田・ 一ツ木逢妻川］

知多市 －

阿久比町 －

東浦町 愛知県境川水系
　境川・逢妻川［泉田・ 一ツ木逢妻川］

南知多町 －

美浜町 －

武豊町 －

岡崎市 矢作川［高橋・岩津］

碧南市 矢作川［米津］

刈谷市 愛知県境川水系
　境川・逢妻川［泉田・一ツ木逢妻川］

安城市 矢作川［岩津］

西尾市 矢作川［岩津・米津］

知立市 愛知県境川水系
　境川・逢妻川［ 泉田・一ツ木逢妻川］

高浜市 －

幸田町 －

豊田市西部 矢作川［高橋・岩津］，
愛知県境川水系
　境川・逢妻川［ 泉田・一ツ木逢妻川］

みよし市 －

西三河北東部 豊田市東部 －

新城市 豊川及び豊川放水路［石田］

設楽町 －

東栄町 －

豊根村 －

豊橋市 豊川及び豊川放水路［石田・当古・放水路第１］

豊川市 豊川及び豊川放水路［石田・当古・放水路第１］

蒲郡市 －

田原市 －

注：「指定河川洪水予報による基準」の「○○川［△△］」は、洪水警報においては「指定河川である○○川に発
表された洪水予報において、△△基準観測点で氾濫警戒情報又は氾濫危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水
警報を発表する」ことを、洪水注意報においては、同じく「△△基準観測点で氾濫注意情報の発表基準を満たしてい
る場合に洪水注意報を発表する」ことを意味する。

西三河南部

西三河北西部

東三河北部

東三河南部

知多地域


