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島根県自主防災組織リーダー研修資料
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ラジオ・テレビなどのラジオ・テレビなどのラジオ・テレビなどのラジオ・テレビなどの気象気象気象気象

情報情報情報情報にににに注意注意注意注意しししし、、、、避難準備情報

や避難勧告・指示に備えて行

動する。

また、地域地域地域地域のののの災害状況災害状況災害状況災害状況（（（（水水水水

位位位位、、、、土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害のののの前兆現象前兆現象前兆現象前兆現象））））

にににに注意注意注意注意する。

自主防災組織の主な活動（風水害）
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災害時の状況 自主防災組織に期待される活動・役割

※早期の情報伝達・事前行動が必要

※※※※土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害のののの前兆現象前兆現象前兆現象前兆現象などになどになどになどに注意注意注意注意

 し、以上があれば自主避難すると

 ともに、市町村に通報する

○住民への避難の呼びかけ

○土嚢積み等、被害を抑える行動

○災害時要援護者の避難支援

早期に避難を完了し、避難所

等での安否確認等を実施する

時期である。

また状況に応じて、水防活

動、救出・救護を実施する。

災害発生災害発生災害発生災害発生

※被害を抑えるための行動と避難所運営

○水防活動

○安否や被害についての情報収集

○救出活動

○負傷者の手当て・搬送

○避難所運営

消防庁「自主防災組織の手引き」より



� 昭和昭和昭和昭和３９３９３９３９年年年年７７７７月山陰北陸豪雨月山陰北陸豪雨月山陰北陸豪雨月山陰北陸豪雨

梅雨前線梅雨前線梅雨前線梅雨前線 東部出雲市中心に 110名

� 昭和昭和昭和昭和４７４７４７４７年年年年７７７７月豪雨月豪雨月豪雨月豪雨

梅雨前線梅雨前線梅雨前線梅雨前線 県西部から全県に広がり 28名

� 昭和昭和昭和昭和５８５８５８５８年年年年７７７７月豪雨月豪雨月豪雨月豪雨

梅雨前線梅雨前線梅雨前線梅雨前線 浜田市、益田市を中心 107名

� 昭和昭和昭和昭和６３６３６３６３年年年年７７７７月豪雨月豪雨月豪雨月豪雨

梅雨前線梅雨前線梅雨前線梅雨前線 県西部,中心に 6666名名名名

� 平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年７７７７月豪雨月豪雨月豪雨月豪雨

梅雨前線梅雨前線梅雨前線梅雨前線 出雲市、雲南市、美郷町 5555名名名名

島根県島根県島根県島根県はははは、、、、人的被害人的被害人的被害人的被害のののの約約約約８８８８割割割割がががが土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害

島根県で被害のあった豪雨

過去の災害

昭和昭和昭和昭和58585858年年年年7777月豪雨月豪雨月豪雨月豪雨
平成平成平成平成18181818年年年年7777月豪雨月豪雨月豪雨月豪雨

平成平成平成平成21212121年梅雨前線年梅雨前線年梅雨前線年梅雨前線 平成平成平成平成１９１９１９１９年隠岐地方年隠岐地方年隠岐地方年隠岐地方のののの大雨大雨大雨大雨

島根県砂防課資料島根県砂防課資料島根県砂防課資料島根県砂防課資料



松江市松江市松江市松江市

天気予報

市町村等をまとめた地域市町村

警報・注意報発表区域

松江地区松江地区松江地区松江地区

島根県の天気予報、警報・注意報発表区域

各種防災気象情報の発表タイミング

約１日程度前約１日程度前約１日程度前約１日程度前 大大大大

雨の可能性が高く雨の可能性が高く雨の可能性が高く雨の可能性が高く

なるなるなるなる

記録的な記録的な記録的な記録的な

大雨出現大雨出現大雨出現大雨出現

半日～数時間前半日～数時間前半日～数時間前半日～数時間前

大雨が始まる大雨が始まる大雨が始まる大雨が始まる

強さが増す強さが増す強さが増す強さが増す

数時間～数時間～数時間～数時間～

１、２時間前１、２時間前１、２時間前１、２時間前

大雨が一層大雨が一層大雨が一層大雨が一層

激しくなる激しくなる激しくなる激しくなる

被害の拡大が被害の拡大が被害の拡大が被害の拡大が

懸念される懸念される懸念される懸念される

大雨大雨大雨大雨のののの場合場合場合場合にににに気象台気象台気象台気象台がががが発表発表発表発表するするするする防災気象情報防災気象情報防災気象情報防災気象情報大雨大雨大雨大雨のののの場合場合場合場合にににに気象台気象台気象台気象台がががが発表発表発表発表するするするする防災気象情報防災気象情報防災気象情報防災気象情報

大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報

警報・注意報に先立ち発表

記録的短時間大雨情報記録的短時間大雨情報記録的短時間大雨情報記録的短時間大雨情報記録的短時間大雨情報記録的短時間大雨情報記録的短時間大雨情報記録的短時間大雨情報

数年に一度の猛烈な雨が観測及び解析された場合に発表

土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報

土砂災害の危険度がさらに高まった場合に発表

大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報

刻一刻と変化する大雨の状況を発表

大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報大雨に関する気象情報

雨の状況や予想を適宜発表

大雨注意報大雨注意報大雨注意報大雨注意報大雨注意報大雨注意報大雨注意報大雨注意報

警報になる可能性がある場合はその旨予告

大雨警報大雨警報大雨警報大雨警報大雨警報大雨警報大雨警報大雨警報

大雨の期間、予想雨量、警戒を要する事項などを示す



土砂災害警戒情報

必要地域に避難準備

（要援護者避難）情報発令

要援護者要援護者要援護者要援護者のののの避難開始避難開始避難開始避難開始

土砂災害警戒情報
    警報発表後警報発表後警報発表後警報発表後にににに土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害
のののの

危険度危険度危険度危険度がががが高高高高まったまったまったまった場合場合場合場合

防災気象情報とその効果的な利用

気象警報の種類

気象注意報の種類

暴風、暴風雪、大雨(浸水害)、

大雨(土砂災害)、洪水、大雪、

高潮、波浪

強風、風雪、大雨、洪水、大雪、

なだれ、着雪、低温、高潮、霜、

波浪、雷、濃霧、乾燥

防災気象情報の利活用



防災活動を支援する防災活動を支援する防災活動を支援する防災活動を支援する３種類３種類３種類３種類の防災気象情報の防災気象情報の防災気象情報の防災気象情報

①警報（市町村単位で発表）

大雨などにより重大な災害の起こるおそれがあるとき

②注意報 （市町村単位で発表）

災害の起こるおそれがあるとき

③気象情報

警報・注意報の発表に先立って注意を呼びかける

警報・注意報の内容を補うため

記録的な猛烈な雨が発生した場合（記録的短時間大雨情報）

防災気象情報の利活用

大雨大雨大雨大雨警報警報警報警報（（（（例例例例））））

平成平成平成平成××××××××年年年年 ××××月月月月 ３３３３日日日日１２１２１２１２時時時時３８３８３８３８分分分分 松江地方気象台発表松江地方気象台発表松江地方気象台発表松江地方気象台発表

島根県島根県島根県島根県のののの注意警戒事項注意警戒事項注意警戒事項注意警戒事項

東部東部東部東部ではではではでは、、、、３３３３日夜日夜日夜日夜のはじめのはじめのはじめのはじめ頃頃頃頃までまでまでまで土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害やややや低低低低いいいい土地土地土地土地のののの浸水浸水浸水浸水、、、、河河河河

川川川川のののの増水増水増水増水にににに警戒警戒警戒警戒してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。島根県島根県島根県島根県ではではではでは、、、、３３３３日夜日夜日夜日夜 遅遅遅遅くまでくまでくまでくまで落雷落雷落雷落雷にににに

注意注意注意注意してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

安来市安来市安来市安来市 ［［［［発表発表発表発表］］］］大雨大雨大雨大雨（（（（土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害、、、、洪水警報洪水警報洪水警報洪水警報））））, , , , ［［［［継続継続継続継続］］］］雷注意報雷注意報雷注意報雷注意報

特記事項特記事項特記事項特記事項 土砂災害警戒土砂災害警戒土砂災害警戒土砂災害警戒 浸水警戒浸水警戒浸水警戒浸水警戒

土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害 警戒期間警戒期間警戒期間警戒期間 ３３３３日夜日夜日夜日夜のはじめのはじめのはじめのはじめ頃頃頃頃までまでまでまで

浸水浸水浸水浸水 警戒期間警戒期間警戒期間警戒期間 ３３３３日夜日夜日夜日夜のはじめのはじめのはじめのはじめ頃頃頃頃までまでまでまで

１１１１時間最大雨量時間最大雨量時間最大雨量時間最大雨量 ５０５０５０５０ミリミリミリミリ

雷雷雷雷 注意期間注意期間注意期間注意期間 ３３３３日夜遅日夜遅日夜遅日夜遅くまでくまでくまでくまで

洪水洪水洪水洪水 警戒期間警戒期間警戒期間警戒期間 ３３３３日夜日夜日夜日夜のはじめのはじめのはじめのはじめ頃頃頃頃までまでまでまで

付加事項付加事項付加事項付加事項 突風突風突風突風



大雨警報大雨警報大雨警報大雨警報のののの予告予告予告予告

大雨注意報大雨注意報大雨注意報大雨注意報（（（（例例例例））））

平成平成平成平成××××××××年年年年 ××××月月月月 ３３３３日日日日０５０５０５０５時時時時５３５３５３５３分分分分 松江地方気象台発表松江地方気象台発表松江地方気象台発表松江地方気象台発表

島根県島根県島根県島根県のののの注意警戒事項注意警戒事項注意警戒事項注意警戒事項

東部東部東部東部ではではではでは、、、、３３３３日夜日夜日夜日夜のはじめのはじめのはじめのはじめ頃頃頃頃までまでまでまで土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害やややや低低低低いいいい土地土地土地土地のののの浸浸浸浸

水水水水、、、、河川河川河川河川のののの増水増水増水増水にににに注意注意注意注意してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。島根県島根県島根県島根県ではではではでは、、、、３３３３日夜日夜日夜日夜 遅遅遅遅くまくまくまくま

でででで落雷落雷落雷落雷にににに注意注意注意注意してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

松江市松江市松江市松江市 ［［［［発表発表発表発表］］］］大雨大雨大雨大雨，，，，洪水注意報洪水注意報洪水注意報洪水注意報 ［［［［継続継続継続継続］］］］雷注意報雷注意報雷注意報雷注意報

特記事項特記事項特記事項特記事項 ３３３３日昼過日昼過日昼過日昼過ぎまでにぎまでにぎまでにぎまでに大雨警報大雨警報大雨警報大雨警報にににに切切切切りりりり替替替替えるえるえるえる可能性可能性可能性可能性がががが

あるあるあるある

土砂災害注意土砂災害注意土砂災害注意土砂災害注意 浸水注意浸水注意浸水注意浸水注意

土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害 注意期間注意期間注意期間注意期間 ３３３３日夜日夜日夜日夜のはじめのはじめのはじめのはじめ頃頃頃頃までまでまでまで

浸水浸水浸水浸水 注意期間注意期間注意期間注意期間 ３３３３日夜日夜日夜日夜のはじめのはじめのはじめのはじめ頃頃頃頃までまでまでまで

１１１１時間最大雨量時間最大雨量時間最大雨量時間最大雨量 ５０５０５０５０ミリミリミリミリ

雷雷雷雷 注意期間注意期間注意期間注意期間 ３３３３日夜遅日夜遅日夜遅日夜遅くまでくまでくまでくまで

付加事項付加事項付加事項付加事項 突風突風突風突風

大雨大雨大雨大雨にににに関関関関するするするする気象状況情報気象状況情報気象状況情報気象状況情報

大雨に関する島根県気象情報大雨に関する島根県気象情報大雨に関する島根県気象情報大雨に関する島根県気象情報 第○号第○号第○号第○号

平成平成平成平成××××××××年年年年××××月月月月 ××××日０６時３０分日０６時３０分日０６時３０分日０６時３０分 松江地方気象台発表松江地方気象台発表松江地方気象台発表松江地方気象台発表

（（（（見出し見出し見出し見出し））））

島根県では１３日昼過ぎにかけて１３日昼過ぎにかけて１３日昼過ぎにかけて１３日昼過ぎにかけて、、、、局地的に雷を伴った激しい雨の降る局地的に雷を伴った激しい雨の降る局地的に雷を伴った激しい雨の降る局地的に雷を伴った激しい雨の降るおそおそおそおそ

れれれれがあります。松江地区では１３日昼過ぎにかけて松江地区では１３日昼過ぎにかけて松江地区では１３日昼過ぎにかけて松江地区では１３日昼過ぎにかけて、、、、土砂災害に警戒土砂災害に警戒土砂災害に警戒土砂災害に警戒してしてしてして

下さい下さい下さい下さい。。。。また、東部では低地の浸水東部では低地の浸水東部では低地の浸水東部では低地の浸水、、、、河川の増水にも注意河川の増水にも注意河川の増水にも注意河川の増水にも注意して下さい。

（（（（本文本文本文本文））））

西日本に停滞する梅雨前線の活動が活発となっています。

このため、島根県では１３日昼過ぎにかけて、局地的に雷を伴い１時間４０ミリの激し

い雨の降るおそれがあります。 松江地区ではこれから・・・・・

＜雨の予想＞＜雨の予想＞＜雨の予想＞＜雨の予想＞

１３日０６時から１４日０６時までの２４時間に予想される雨量は２４時間に予想される雨量は２４時間に予想される雨量は２４時間に予想される雨量は、、、、いずれいずれいずれいずれもももも

多い多い多い多い所で所で所で所で

東部東部東部東部・・・・西部西部西部西部・・・・隠岐隠岐隠岐隠岐」」」」 １００ミリ１００ミリ１００ミリ１００ミリ

＜防災上の警戒事項＞＜防災上の警戒事項＞＜防災上の警戒事項＞＜防災上の警戒事項＞

松江地区」土砂災害

＜＜＜＜防災上の注意事項＞防災上の注意事項＞防災上の注意事項＞防災上の注意事項＞

松江地区・出雲地区・西部・隠岐」土砂災害

東部」低地の浸水、河川の増水 東部・西部・隠岐」落雷、突風

今後、気象台の発表する注意報や警報、気象情報などに留意して下さい。

次の次の次の次の「「「「大雨に関する島根県気象情報大雨に関する島根県気象情報大雨に関する島根県気象情報大雨に関する島根県気象情報」」」」はははは、、、、○○○○日日日日１１時頃に発表する予定１１時頃に発表する予定１１時頃に発表する予定１１時頃に発表する予定

随時随時随時随時にににに発表発表発表発表

ニュースのニュースのニュースのニュースの時間時間時間時間にもにもにもにも考慮考慮考慮考慮

見出見出見出見出しでしでしでしで伝伝伝伝えたいことをえたいことをえたいことをえたいことを簡潔簡潔簡潔簡潔にににに表示表示表示表示

・・・・大雨大雨大雨大雨をををを予告予告予告予告

・・・・注意報注意報注意報注意報 警報警報警報警報のののの捕捉捕捉捕捉捕捉



記録的短時間大雨情報

【【【【基準基準基準基準】】】】 隠岐隠岐隠岐隠岐80㎜、㎜、㎜、㎜、東部東部東部東部・・・・西部西部西部西部100㎜㎜㎜㎜

警報発表中、１時間雨量で数年に１度しか降らないよう

な猛烈な雨を観測した場合、警戒強化に役立つように発

表します

島根県記録的短時間大雨情報 第○号

平成１９年８月２８日０１時４６分 松江地方気象台発表

９時３０分島根県で記録的短時間大雨

雲南市付近で約１１０ミリ

平成１９年８月３１日０１時４６分 松江地方気象台発表

１時３０分島根県で記録的短時間大雨

隠岐の島町那久１３１ミリ

隠岐の島町付近で１２０ミリ以上

「「「「自治体名自治体名自治体名自治体名＋＋＋＋付近付近付近付近」」」」のののの雨量雨量雨量雨量はははは解析雨量解析雨量解析雨量解析雨量10101010ミリミリミリミリ単位単位単位単位

120120120120ミリをミリをミリをミリを超超超超えるとえるとえるとえると「「「「120120120120ミリミリミリミリ以上以上以上以上」」」」

土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報

＜概況＞

降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危

険度が高まっています。

＜とるべき措置＞

崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まい

の方は、早めの避難を心がけるとともに、市町村から発

表される避難勧告などの情報に注意してください。

土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害のののの危険性危険性危険性危険性がさらにがさらにがさらにがさらに高高高高まったまったまったまった場合場合場合場合にににに、、、、島根県島根県島根県島根県とととと松松松松

江地方気象台江地方気象台江地方気象台江地方気象台がががが共同共同共同共同してしてしてして土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害のののの危険性危険性危険性危険性をををを呼呼呼呼びかけまびかけまびかけまびかけま

すすすす。。。。

このキーワードを耳にしたら、

一層の警戒をお願いします



災害種類災害種類災害種類災害種類

防災対応防災対応防災対応防災対応

大雨による大雨による大雨による大雨による

土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害

大雨による大雨による大雨による大雨による

浸水害浸水害浸水害浸水害

（内水による浸水害）（内水による浸水害）（内水による浸水害）（内水による浸水害）

洪水害洪水害洪水害洪水害

（外水による浸水災害）（外水による浸水災害）（外水による浸水災害）（外水による浸水災害）

避難勧告避難勧告避難勧告避難勧告

土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害

警戒情報警戒情報警戒情報警戒情報

はん濫はん濫はん濫はん濫

警戒情報警戒情報警戒情報警戒情報

避難準備情報避難準備情報避難準備情報避難準備情報

((((要援護者避難要援護者避難要援護者避難要援護者避難))))

大雨警報大雨警報大雨警報大雨警報

（土砂災害）（土砂災害）（土砂災害）（土砂災害）

大雨警報大雨警報大雨警報大雨警報

（浸水害）（浸水害）（浸水害）（浸水害）

洪水警報洪水警報洪水警報洪水警報 はん濫はん濫はん濫はん濫

注意情報注意情報注意情報注意情報

防災体制の防災体制の防災体制の防災体制の

立ち上げ立ち上げ立ち上げ立ち上げ

（避難行動を要し（避難行動を要し（避難行動を要し（避難行動を要し

ない程度の災害）ない程度の災害）ない程度の災害）ない程度の災害）

大雨注意報大雨注意報大雨注意報大雨注意報 大雨注意報大雨注意報大雨注意報大雨注意報 洪水注意報洪水注意報洪水注意報洪水注意報

※※※※ 大雨大雨大雨大雨警報警報警報警報はははは、、、、特特特特にににに警戒警戒警戒警戒すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項をををを「「「「大雨警報大雨警報大雨警報大雨警報（（（（土砂災土砂災土砂災土砂災

害害害害））））」、「」、「」、「」、「大雨警報大雨警報大雨警報大雨警報（（（（浸水害浸水害浸水害浸水害）」、「）」、「）」、「）」、「大雨警報大雨警報大雨警報大雨警報（（（（土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害、、、、

浸水害浸水害浸水害浸水害）」）」）」）」のようにのようにのようにのように、、、、括弧書括弧書括弧書括弧書きできできできで表記表記表記表記してしてしてしていますいますいますいます。。。。

市町村ごと市町村ごと市町村ごと市町村ごと

市町村ごと市町村ごと市町村ごと市町村ごと 市町村ごと市町村ごと市町村ごと市町村ごと

市町村ごと市町村ごと市町村ごと市町村ごと 市町村ごと市町村ごと市町村ごと市町村ごと
市町村ごと市町村ごと市町村ごと市町村ごと

市町村ごと市町村ごと市町村ごと市町村ごと

指定河川ごと指定河川ごと指定河川ごと指定河川ごと

指定河川ごと指定河川ごと指定河川ごと指定河川ごと

大雨災害に対する防災気象情報

各種防災活動

都道府県

海上保安庁

ＮＴＴ

警察庁（県警）

消防等

市

町

村

国

民

船 舶

電力等

国土交通省

関係団体

国土交通省(航空局)
航空機

注意報

平成10年11月13日10時10分

気象庁発表

２３区」大雨、洪水警報」

今日昼ごろ警戒雨量に達する見込み

明日朝まで警戒が必要

昭和○○年○月○日の豪雨災害時を

越える大雨

大雨情報

平成10年11月13日10時10分

気象庁発表

２３区」大雨、洪水警報」

今日昼ごろ警戒雨量に達する見込み

明日朝まで警戒が必要

昭和○○年○月○日の豪雨災害時を

越える大雨

警報

平成10年11月13日10時10分

気象庁発表

２３区」大雨、洪水警報」

今日昼ごろ警戒雨量に達する見込み

明日朝まで警戒が必要

昭和○○年○月○日の豪雨災害時を

越える大雨

海上予報・警報

航空用予報・警報

民間気象事業者

Ｎ Ｈ Ｋ

報 道 機 関

民

間

気

象

業

務

支

援

セ

ン

タ

ー

地震・津波、火山情報

台風予報

利用者

気象台が発表する防災情報とその伝達

気象台が発表する注意報や警報などの防災気象情報は、気象台が発表する注意報や警報などの防災気象情報は、気象台が発表する注意報や警報などの防災気象情報は、気象台が発表する注意報や警報などの防災気象情報は、

テレビ、ラジオ、県や市町村を通じて住民の皆様へテレビ、ラジオ、県や市町村を通じて住民の皆様へテレビ、ラジオ、県や市町村を通じて住民の皆様へテレビ、ラジオ、県や市町村を通じて住民の皆様へ



午後午後午後午後２２２２時時時時１６１６１６１６分分分分

川川川川のののの流流流流れはれはれはれは穏穏穏穏やかでやかでやかでやかで、、、、親子連親子連親子連親子連れがれがれがれが

水遊水遊水遊水遊びをびをびをびを楽楽楽楽しむしむしむしむ姿姿姿姿がががが確認確認確認確認できるできるできるできる

出典出典出典出典：：：：神戸市灘区篠原南町都賀川神戸市灘区篠原南町都賀川神戸市灘区篠原南町都賀川神戸市灘区篠原南町都賀川のののの甲橋甲橋甲橋甲橋付近付近付近付近

（（（（神戸市神戸市神戸市神戸市HPHPHPHPのモニタリングカメラののモニタリングカメラののモニタリングカメラののモニタリングカメラの映像映像映像映像からからからから））））

午後午後午後午後２２２２時時時時４２４２４２４２分分分分

突如猛烈突如猛烈突如猛烈突如猛烈なななな雨雨雨雨となりとなりとなりとなり、、、、川川川川のののの様子様子様子様子がががが

一変一変一変一変してしてしてして激流激流激流激流にににになるなるなるなる

午後午後午後午後２２２２時時時時５０５０５０５０分分分分

水位水位水位水位はははは１０１０１０１０分間分間分間分間でででで１１１１．．．．３４３４３４３４メートルメートルメートルメートル

上昇上昇上昇上昇しししし、、、、河川敷河川敷河川敷河川敷がががが隠隠隠隠れるほどになるれるほどになるれるほどになるれるほどになる

平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年７７７７月月月月２８２８２８２８日日日日

男女男女男女男女10101010人人人人がががが豪雨豪雨豪雨豪雨によるによるによるによる急急急急なななな増水増水増水増水でででで流流流流されされされされ、、、、小学生小学生小学生小学生２２２２人人人人とととと保育園児保育園児保育園児保育園児１１１１人人人人、、、、

女性女性女性女性（（（（２９２９２９２９歳歳歳歳））））１１１１人人人人のののの計計計計４４４４人人人人がががが犠牲犠牲犠牲犠牲となりとなりとなりとなり、、、、またまたまたまた、、、、男性男性男性男性１１１１人人人人がががが行方不明行方不明行方不明行方不明。。。。

神戸市都賀川の増水事故

「防災ハザードマップ」は、

災害時に必要な情報を載せた地図

河川の大雨時の浸水想定

津波による浸水想定

河川のはん濫、がけ崩れや土石流など土砂災害の警戒区域

避難所など・・・

①日頃から①日頃から①日頃から①日頃から洪水や土砂災害に対する認識を深める洪水や土砂災害に対する認識を深める洪水や土砂災害に対する認識を深める洪水や土砂災害に対する認識を深める

②ハザードマップを活用した②ハザードマップを活用した②ハザードマップを活用した②ハザードマップを活用した事前の対策を準備事前の対策を準備事前の対策を準備事前の対策を準備

災害発生時の被害を最小限にとどめる（減災）

防災ハザードマップの活用

松江市八雲地区

ハザードマップ



まとめ

●●●●地域地域地域地域でででで過去過去過去過去にどのようなにどのようなにどのようなにどのような災害災害災害災害がががが発生発生発生発生してしてしてしているかいるかいるかいるか、、、、

特特特特にににに「「「「どのようなどのようなどのようなどのような災害災害災害災害にににに弱弱弱弱いかいかいかいか」」」」などをなどをなどをなどを把握把握把握把握

●●●●日頃日頃日頃日頃からのからのからのからの準備準備準備準備

・・・・防災気象情報防災気象情報防災気象情報防災気象情報のののの理解理解理解理解（（（（内容内容内容内容やややや利用方法利用方法利用方法利用方法））））

・・・・防災気象情報防災気象情報防災気象情報防災気象情報のののの入手方法入手方法入手方法入手方法

・いざという・いざという・いざという・いざという時時時時にとるべきにとるべきにとるべきにとるべき行動行動行動行動をををを想定想定想定想定

●●●●最新最新最新最新のののの防災気象情報防災気象情報防災気象情報防災気象情報をををを利用利用利用利用

●●●●大雨警報大雨警報大雨警報大雨警報やややや土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報土砂災害警戒情報がががが発表発表発表発表されたされたされたされた時時時時はははは、、、、

今今今今までまでまでまで以上以上以上以上にににに災害発生災害発生災害発生災害発生のののの可能性可能性可能性可能性がががが高高高高いいいい

●●●●詳詳詳詳しいしいしいしい見通見通見通見通しはしはしはしは気象台気象台気象台気象台へへへへ相談相談相談相談

ご静聴ありがとうございました。


