海田小学校区

令和 2 年3月

土砂災害
浸 水 害

ハザードマップ

ハザードマップには，土砂災害における危
険箇所，緊急避難場所，避難時に注意すべ
き箇所の他，実際に災害が生じた箇所につ
いてもまとめています。日頃からご家族など
で避難場所や避難ルートなどを確認し，早
めに避難行動が開始できるよう備えておきま
しょう。
このマップは，広島県が小学校区ごとに
指定する土砂災害警戒区域・土砂災害特別
警戒区域及び平成３０年７月豪雨災害時にお
ける実際の被災箇所を踏まえ作成しています。
作成にあたっては，大雨による土砂災害及び
浸水害から身を守るためにどのようなことに
注意すべきか，地区の皆さんと話し合いを重
ねました。

海田町 総務部 防災課
住所：安芸郡海田町上市14 番18号 ／ 電話：082‑823‑9208

ハザードマップに関する
お問い合わせ先

警 戒レ ベ ル につ い て
警戒レベル

警戒レベル

警戒レベル

避難行動等

5

既に災害が発生している状況です。
命を守るための最善の行動をとりましょう。

4

自然災害の被害を予測、
被害範囲を示す地図のこと

「災害の規模」は示していない

の目的は？

3

警戒レベル

災害による

被害を最小限にするためにハザードマップを活用する

警戒レベル

※ハザードマップは、災害予測を事前に確認するために使用する

災害発生情報

※1

災害が実際に発生していることを
把握した場合に、可能な範囲で発令
市町村が発令

※2

避難指示（緊急）※2
避難勧告
地域の状況に応じて緊急的又は
重ねて避難を促す場合に発令
市町村が発令

避難準備・
高齢者等避難開始

避難に時間を要する人（ご高齢の方、障害のあ
る方、乳幼児等）とその支援者は避難をしましょ
う。その他の人は、避難の準備を整えましょう。

高齢者等は避難

● 危険な箇所を事前に確認
● 災害発生前に迅速・的確
に避難する
● 災害発生予想箇所を避ける

しかし、人命や社会生活に
支障を引き起こす

ハザードマップ

警戒レベル

※1

速やかに避難先へ避難しましょう。
公的な避難場所までの移動が危険と思われる場
合は近くの安全な場所や、自宅内のより安全な
場所に避難しましょう。

全員避難
ハザードマップとは

避難情報等

市町村が発令

2

避難に備え、ハザードマップ等により、自らの避難
行動を確認しましょう。

洪水注意報
大雨注意報等

1

災害への心構えを高めましょう。

早期注意情報

気象庁が発令

気象庁が発令

土 砂 災 害 につ い て
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域とは？
広島県では、土砂災害防止法の施行に伴い、土砂災害により被害
を受けるおそれのある箇所について「砂防基礎調査」を実施し、土
砂災害のおそれのある区域（土砂災害警戒区域・土砂災害特別警
戒区域）を明らかにしています。それぞれの区域では、広島県や海
田町が主体となり、土砂災害から皆様の生命や財産を守るために、
様々な施策を実施しています。

土砂災害警戒情報、
土砂災害危険度情報のＷｅｂアドレス

土砂災害とは、急傾斜地の崩壊・土石流・地すべりといった自然現象により、みなさんの命や財産に影響が生ずることをいいます。
雨や地震などの影響により発生しやすくなります。

http://www.d-keikai.pref.hiroshima.lg.jp

広島県土砂災害危険度情報
土砂災害警戒情報

検索

土

「土砂災害警戒情報」
とは、
大雨による土砂災害発生
の危険性が高まったとき、
広島県と広島地方気象台
が共同発表する情報です。
土砂災害警戒情報が発表
されたら、
気象や雨量、
土砂
災害危険箇所の状況に注
意し、
早めに避難してくださ
い。

土砂災害警戒区域等における
土砂災害防止対策の推進に関する法律

「土砂災害防止法」
とは

土砂災害の種類と兆候

土砂災害に関する防災情報

土砂災害
（急傾斜地の崩壊、
土石流、
地すべり）
から住民の生命・財産を守るために、
土砂災害が発生する恐れのある区域を明らかにし、
警戒避難体制の整備や一定の開
発行為の制限を行うもので、
平成１３年４月に施行されました。

土砂災害危険度情報

広島県知事は、市町長の意見を聞いた上で
区域を指定します。

「土砂災害警戒区域」の指定

土砂災害ポータル
ひろしま

「土砂災害特別警戒区域」の指定

指定された土砂災害
警 戒 区 域 等 をイン
ターネットで確認する
ことができます。

土砂災害のおそれがある区域

建物が破壊され、人命に大きな被害が生ずる
おそれがある区域

流

谷にたまっている土砂等と大量の水が混
じって、早いスピードで一気に流れ下るの
が土石流です。
こんなところが

危険

谷川に大きな石があるところ
● 裏山に急な谷川があるところ
● 過去に流れた土石流が谷の
出口に堆積してできた扇状地
●

急傾斜地の崩壊
「砂防基礎調査」の実施

石

雨により地中にしみ込んだ水分が土の抵
抗力を弱めたり、地震などによって斜面が
突然崩れ落ちるのが急傾斜地の崩壊です。

「土砂災害危険度情報」と
は、土砂災害警戒情報の内
容を補足する地域の詳細な
土砂災害発生危険度を５ｋｍ
メッシュで提供している情報
です。
危険度の表示がされな
い場合でも土砂災害警戒情
報が発表されることがありま
す。大雨で土砂災害発生の
危険性がある時は、早めの
避難を心がけてください。

こんなところが

地 す べ り
斜面の土の塊がその重みで形を保ったま
ま、下にゆっくりとすべっていくのが地す
べりです。

危険

こんなところが

がけにひび割れがある
● がけの上部がせりだしている
● 急ながけで高いところ
● がけから水が噴出している
●

危険

地面に段差や亀裂があるところ
● 樹木や電柱が傾いているところ
●

「土砂災害危険度情報」
は、
ＮＨＫ広島放送局のデータ放送からも確認することができます

水 害 につ い て
水害発生の仕組み

目安となる浸水深

水害は、川の堤防が壊れたり、堤防から水が溢れてはん濫する（外水はん濫）と、川に排水されるべき水が川に流れずに溢れてしまうはん濫（内
水はん濫）
などによって発生します。水害の発生する仕組みを理解して、
身の回りの地域では、
どのタイプの水害が発生しやすいか確認しておきましょう。

〈〈 堤防が壊れて発生するはん濫（外水はん濫）〉〉

〈〈 排水できないために発生するはん濫（内水はん濫）〉〉

車への影響

ドアが
開かなくなる
水深

歩行が
困難になる
水深

浸水深

成人男性 70㎝

大雨や雪解けによって、川の水の量が
増え、水かさが上がり始めます。

堤防いっぱいまで水がふえると、土でで
きた堤防に水の圧力がかかり始めます。

子供・高齢者 20㎝

外開き 26㎝

やや強い雨

メール・電話

リモコンの
「ｄボタン」
から確認できます。
確認できる
主な情報

防災・生活情報

広島県防災Web
●パソコンから

インターネット

●携帯電話から

広島県内の河川水位、潮位、風速をリアルタイムで確
認することができます。
また、各河川の浸水想定区域
も確認できます。

広島県
観測情報

雨量観測情報です。最寄りの雨量計は海田中学
校に設置されています。

●パソコン・スマートフォン

http://www.jma.go.jp

高解像度降雨 降水の短時間予報です。雨量レーダーや、雨量計データを活
ナウキャスト 用し、降水分布を１時間先まで予測しています。
洪水警報等が発表されたときに、
洪水警報の 洪水警報を補足する情報です。
危険度分布 どこで水害発生の危険度が高まるかを確認することができます。

広島県防災 Web

携帯サイト用
QRコード

海田町ホームページ
●パソコン・スマートフォン
https://www.town.kaita.lg.jp/
ハザードマップや気象・災害注意情
報など、災害に備える各種情報が確
認可能です。普段から確認し、いち早
く身を守る行動につなげてください。
海田町ホームページ
＜気象・災害注意情報＞

携帯サイト用
QRコード

QRコード

❶ 登録用アドレスまたはＱＲコードを読み取り、空メール
（件名・本文不要）
を送信してください。
❷ 数分以内に、登録用ＵＲＬが記載されたメールが届き
ますのでＵＲＬをクリックしてください。
❸ 配信を希望する情報を選択し、
登録を完了してください。
❹ 本登録が完了すると数分後に、お知らせのメールが
届きます。以上で登録完了となります。

配信内容

確認できる
主な情報

河川
防災情報

気象庁

登録方法

大雨に関する情報、台風情報、土砂災害に関する
情報などを入手することができます。
http://www.bousai.pref.hiroshima.jp
http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/i/

海田町防災情報
メール・電話サービス

bousai.kaita-town@raiden2.ktaiwork.jp
●登録用アドレス
海田町では住民の皆さんに、緊急の避難情報や地域の
防災・防火情報等をメール及び電話で配信しています。
事 前に登 録いただき、
情報の早期入手にお役
海田町
防災情報メール
立てください。
＜携帯サイト登録用＞

データ放送
（NHK広島放送局）

河川水位・雨量

1時間に
10〜20mm

強い雨

1時間に
20〜30mm

どしゃ降りで、傘をさしていて
もぬれてしまう
程度の雨。

長く続くときは、
注意が必要。

側溝や下水道、
小さな川が溢
れ、小規模の
がけ崩れが始
まります。

激しい雨

1時間に
30〜50mm

非常に激しい雨

1時間に
50〜80mm

猛烈な雨

1時間に
80mm以上

バケツをひっくり返したよう
な雨。

滝のように降り、傘が全く役
に立たなく、先が見えない雨。

息苦しくなるような圧迫感が
あるような雨。

道路が川の
ようになり、
山崩れやが
け崩れが発
生しやすく
なります。

マンホールから
水が噴出した
り、土石流など
の災害が発生
する可能性が
高くなります。

雨による大規
模な災害が発
生する恐れが
強く、厳重な
警戒が必要で
す。

避難時の服装

☎

大雨に関する情報、台風情報、土砂災害に関する
情報などを入手することができます。

ラジオ

ブレーキ性能が低下し、安全な場
所へ車を移動させる必要がある
走行に関し、注意する必要がある

避 難 につ い て

緊急速報・画面テロップ

避難情報

10㎝未満

ザーザーと降り、地面一面に
水たまりが出来る
程度の雨。

情報を集める手段

土砂災害
危険度情報

エンジンが停止し、車から退出を
図らなければならない

雨の降り方と強さ

その他にも大雨が降ったとき、道路の側溝がつまったり、道路の低
くなっているところに水がたまったりしても、はん濫はおこります。

情 報 入 手 につ い て

テレビ

30〜50㎝未満
10〜30㎝未満

大雨が降ると川の水位があが
り、排水されずに下水道など
が溢れてしまいます。

街などに降った雨は、下水道
などをとおって川に排水され
ます。

堤防が崩れた場所をとおって、勢いよく
水が流れ出し、家に襲いかかります。
堤防から溢れ出した水は、場所によっ
ては家を破壊・流出したり、車を浮き
上がらせたりしながら広がります。水が
浸透して来ると、すぐ水かさが高くなり、
歩行が困難になります。

内開き 47㎝

50㎝以上

車が浮き、また、パワーウィンド
ウ付きの車の中に閉じ込められて
しまい、車とともに流され非常に
危険な状態となる

出典：国土交通省

〈〈 その他の理由で発生するはん濫・浸水 〉〉
水が増え、水の力に堤防が耐えられな
くなると、堤防の一部が壊れ始めます。

成人女性 50㎝

車両の状況

緊急情報

雨量・水位・土砂災害警戒情報

気象情報

防災無線で放送した防災情報

※メールを使えない方，お持ちでない方には電話でメールと同じ情報の発信
を行っています。
登録を希望される方は，海田町防災課（電話：082-823-9208）まで
お問い合わせください。

緊急速報「エリアメール」
・
緊急速報メール

海田町域内にある緊急速報メールの受信機能をもつ携
帯電話に、
避難勧告などの緊急情報を配信するものです。
※設定及び機種によっては受信できない可能性があります。
詳しくは各携帯電話会社へご確認ください。

●ヘルメットや防災頭巾で、頭を保
護しましょう。
●行動しやすく、肌を保護できる衣
服（長袖・長ズボン）
を着用しま
しょう。
●手袋を着用しましょう。
●安全靴など底の厚い靴、履きなれ
た靴をはきましょう。
脱げにくく、紐で締
められる運動靴が
望ましいです。
（長靴は水が入ると
動きづらくなります。
）
●非常時持ち出し品
は、
リュックに入れて
行動しましょう。

土砂災害に関する防災情報

●まずは事前の確認！

●浸水する前に避難！

●寝る場所にも注意！

●浸水時は足元に注意！

土砂災害から避難するためには、事前に危険箇所
を確認し、災害の前兆現象を知っておくことが大切
です。
就寝中に発生する場合もあります。日頃から、
がけから離れた２階以上の部屋に寝るなど土砂
災害に備えましょう。

●もしも遭遇したら…？
がけ崩れの前兆現象
を発見したら、斜面か
らできるだけ遠くに逃
げましょう。土石流の
場合は、土砂の流れ
る方 向に対して、直
角に逃げましょう。

浸水が始まってからの避難は、被災する確率が高
くなります。防災情報に注意し、浸水する前に避
難しましょう。
浸水時には水が濁っているだけで
なく、マンホールや側溝などの蓋
が浮いている場合があります。や
むを得ず浸水箇所を通る場合は、
長い棒を使い足元を確認しながら
歩きましょう。

●川や橋には近づかない！

避難路の近くに川や橋がある場合は、迂回する
か、できるだけ近づかないようにしましょう。また、
危険ですので増水した川の様子などを見に行かな
いでください。

災害用伝言ダイヤル 171
※ 一般加入電話、公衆電話、携帯電話、PHSで利用することができます。 ※「災害用伝言ダイヤル１７１」は体験利用することもできます。詳しくはＮＴＴ西日本公式ホームページでご確認ください。
録音

1 7 1 1

市外局番からの
録音
（30秒）
電話番号

再生

1 7 1 2

市外局番からの
再生
（30秒）
電話番号

※伝言の録音・再生に必要な電話番号は、
「被災地の方」
は自分の電話番号を、
「被災地以外の方」
は連絡を取り
たい被災地の方の電話番号をダイヤルしてください。

