
一日前プロジェクト 

三条市の豪雨（平成 16・23年７月） 

「また来るぞ！」水害体験教訓に万全の準備 
三条市 50代 男性 会社経営 

 

インタビュー日：2012年 10月 3日 

私の家は農家で、2004年７月 13日の豪雨による水害で甚大な被害を受けまし

た。このときの体験を教訓に、用心深い父を中心にあらゆる工夫をしてあったの

で、2011年７月 29日の豪雨による水害ではそれほど大きな被害を受けることは

ありませんでした。 

例えば車です。2004年の水害では我が家は車が６台水没しました。そこで駐車場

の地面に土を盛り、このときの水位以上に駐車場を高くしておきました。耕作機

械も、チェーンブロックで天井まで引き挙げる仕組みを作り、水没しないように

してありました。私が仕事で多用するパソコンのデータはネットワーク上のハー

ドディスクに保存してあり、万一パソコン本体が水没しても全く心配いりません。 

私は地域（750世帯）の自主防災会の会長をしているのですが、2011年の水害のときは仕事で少し離れた場所

にいました。自宅からの電話で避難準備情報を知り、急いで帰宅。帰路では、自主防災会副会長、総務部長に

連絡し、決まった手順通り動きました。この間、大事なものが水に浸かる心配は一切していません。結果的に

個人的にも防災会としても問題なく対応できたのは、様々な準備をしてあったからだと思います。合い言葉は

「また来るぞ！」。自分の財産は自分で守るしかないのです。 

cbh25005 

平成 22年梅雨前線による大雨災害（平成 22年 7月） 

災害はどこでも起こる  

～土地のかさ上げも自然の力の前では無力～ 
（山陽小野田市 60代 女性 保健施設経営） 

ほんとうは平たい土地に施設を造るのは嫌だったんです。それで町の

方に確かめたら、「10数年前に水害がありましたが、これからはポン

プが 3機もつくから大丈夫ですよ」とおっしゃって。それでも何か心

配だから土地を 1メール 20センチぐらいかさ上げしてから建てたの

です。 

その前の晩もずっと降り続いていましたし、朝がたにものすごく降り

ましたが、ここは大丈夫という頭がありましたので、別の場所にある

施設の方を心配していました。 

職員から、デイサービスをするかしないかっていう相談がありました

が、今までもそれほどのことはなかったし、ポンプが働くからという

気持ちがあって、通常どおりとしました。まさか近くの川が氾濫する

なんて、思ってもいませんからね。 

あとで、計画では 3機だったけれど実際には 1機しかなくて、それも十分に働いていなかったという話を聞い

て、もうびっくりでした。でも、あれだけの雨が降ればポンプが 3機あっても処理しきれなかったかもしれま

せん。災害が起こらないことが「普通」なんじゃないってことが、すごくよく分かりました。 
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平成 21年 7月中国・九州北部豪雨（平成 21年 7月） 

前もって避難の方向を決めていた  

～山崩れに迷わず避難、命助かる～ 
（宇部市 40代 男性 行政職員） 

あるお宅の話なのですが、ご夫婦でお住まいで、お昼ごろお膳にご飯

とおかずを並べて、「さあ、ご飯食べよう」って言っていたら、山の

方で音がしたんですね、ゴーンゴゴーって。「あれ？何でなんだろ

う？」と思って見たら、まさに山が崩れてきていて、土石流がダーッ

と押し寄せてきていたのです。 

で、「こりゃいけん」と思って、ご主人はステテコとランニング一枚

だったんですけど、パッとシャツをつかんで、奥さんと一緒に道の無

い裏山に逃げ込んだんですよ。「何でそっちに逃げたんですか」って

聞いたら、「家を建てた時に、何かあったらどこに逃げるか？ひとつ

は裏山もあるな」とご夫婦で話し合っていたとのこと。 

道ばたに車を置いていましたが、そこは土石流の流れる方向にありました。もし道の方に逃げていたら、絶対

命はなかったと思いますよ。 

今自分がどんなところに住んでいて、どういう危険性があるのか、過去に地域でどんなことがあったのかなど

をそれぞれが学んでおけば、そのために何を備えるか、どこに逃げるのかを具体的に考えていくことができま

すよね。大切なのは、具体的に考えるということと自分の身は自分で守るという姿勢だと思います。 

cgh23028 

平成 20年 8月末豪雨（平成 20年 8月） 

10分たらずで床上 138 センチ  

～助けたのは愛犬だけ～ 
（岡崎市 70代 男性） 

異変に気がついたのは夜の 11時ごろでした。外はものすごい雨と雷

で、飼っていた犬が雷をこわがってあまりに鳴くものだから、かわい

そうになって玄関へ入れてあげたんです。 

それからしばらくたって、午前 1時ごろだったか、何か変な音がする

ものだから「何の音かな」と思って、ひょいと玄関を見ると、ドアの

下、戸のすき間から水がプチュプチュと入ってきていました。 

「これは大変だ。戸をあけたら、水がダッーと家の中に入ってくる

ぞ」と思い、寝ていた家族 6人をおこすと、犬をかかえて、すぐ 2階

へあがりました。そのころには、もう、畳が床下からくる水の力で浮

きはじめていました。 

結局、10分たらずで、床上 138センチまで水に浸かってしまいまし

た。1階はほとんど全滅で、パソコンやテレビ、エアコン、衣類や書類、アルバムなど、すべてがだめになって

しまいました。助けることができたのは犬だけでしたね。 

パソコンに入れておいた年賀状の住所録が消えてしまったのがすごく残念だったので、今は、大雨が降るたび

に、パソコンを 2階に持っていくんです。 

cbh2103 

  



平成 19年台風第 9号（平成 19年 9月） 

「とりあえずの避難」 でも、必需品は持参して  

～夏でも必要だった毛布～ 
（平塚市 60代 女性） 

避難勧告※が出て、私たちは応援協定※を結んでいる社宅に避難させ

てもらったわけですが、社宅には人が住んでいらっしゃるので、2階

と 3階の廊下や階段で避難勧告の解除を待っていました。 

中には、生まれたばっかりの赤ちゃんもいて、民生委員の私として

は、ちょっと心配だったのですけれど、社宅の組長さんの好意で家の

中に入れてもらえました。 

それから、血圧の高いお年寄りがいらして。夏とはいえ、だんだん冷

えてくるんですよ。毛布とかもないし、イスもありませんから。かろ

うじてタオルケットは持っていたので、「これをかけておいてくださ

い」とお渡ししましたが、気が気ではありませんでした。 

そのうち、社宅に住んでいる方が「赤ちゃんとかはどうぞ」なんて、

声をかけてくださったので、そのお年寄りも部屋の中に入れていただきました。廊下にはお手洗いがないの

で、トイレもちょっとお借りしたりね。親切にしていただいて、本当に助かりました。 

それにしても、夏でも毛布が必要だなんて、実際に避難してみないと分からないものだと思います。 

※避難勧告とは、その地域の居住者等を拘束するものではないが、居住者等がその「勧告」を尊重することを

期待して、避難のための立退きを進め又は促す行為のこと。 

※応援協定とは、行政機関と民間事業者又は他の行政機関等との間であらかじめ協定書を交わし、災害時にお

ける人的・物的支援についての協力を確保するためのもの。 

kth23003 
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豪雨になる前に！ 

③大雨時、特に土砂災害警戒情報が発表された際には早めに避難する。夜間に大雨が予想され

る際は暗くなる前に避難する。 

 

土砂災害の前兆現象 

土砂災害警戒情報等が発表されていなくても、斜面が以下のような状況（土砂災害の

前兆現象）になっていた場合は、直ちに周りの人と安全な場所に避難し、市町村役場

等に連絡してください。 



■土砂災害の主な前兆現象 

• がけや地面にひび割れができる 

• 小石がバラバラと落ちてくる 

• がけや斜面から水が湧き出る 

• 湧き水が止まる・濁る 

• 井戸や川の水が濁る 

• 地鳴り・山鳴りがする 

• 樹木が傾く 

• 降雨が続くのに川の水位が下がる 

• 立木が裂ける音や石がぶつかり合

う音が聞こえる 

 

 

 

詳しくはこちらから 

• 土砂災害の危険箇所は全国に 53万箇所！土砂災害から身を守る 3つのポイント（政府広報オンライン）

 

• お住いの地域等の危険箇所を調べたい場合はこちら(国土交通省:各都道府県が公開している土砂災害危険

箇所と土砂災害警戒区域)  

記録的短時間大雨情報とは・・・？ 

 数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測(地上の雨量計による観測)したり、解析(気

象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析)したときに、府県気象情報の一種として発表します。その

基準は、1時間雨量歴代 1位または 2位の記録を参考に、概ね府県予報区ごとに決めています。 

大雨特別警報と記録的短時間大雨情報の違いは？ 

 大雨特別警報は観測と予想により発表するもので、記録的短時間大雨情報は、観測された雨量をお知ら

せするものです。 

 また、大雨特別警報の指標となる数値は、5km四方の地域ごとに求めた 50年に一度の雨量（3時間雨量

と 48時間雨量）と地面に含んだ降水量を表す土壌雨量指数です。これに対して、記録的短時間大雨情報

は、概ね県内全体でみて数年に一度発生するような雨量を基準としています。 

• 現在発表中の記録的短時間大雨情報はこちら（気象庁の気象情報に掲載されます。確認したい府県を選択

してください。）  

 この情報は、大雨警報発表時に、現在の降雨がその地域にとって災害の発生につながるような、稀にし

か観測しない雨量であることをお知らせするために発表するものです。お住まいの地域、あるいは隣接地

域にこの情報が発表されたときは、お住まいの地域で、あるいは、近くで災害の発生につながる事態が生

じていることを意味しています。このような場合は、ご自分の身を守ることを第一に行動してください。 

 

 

 

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201106/2.html#anc03
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201106/2.html#anc03
http://www.mlit.go.jp/river/sabo/link_dosya_kiken.html
http://www.mlit.go.jp/river/sabo/link_dosya_kiken.html
http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/
http://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/


 

土砂災害から身を守るために知っておきたい 3つのポイント 
土砂災害から身を守るためには、私たち一人ひとりが土砂災害に対して日頃から備えておくこと

が重要です。ここでは、土砂災害から身を守るために最低限知っておくべき 3つのポイントを紹

介します。 

（1）住んでいる場所が「土砂災害危険箇所」かどうか確認する 

土砂災害発生のおそれのある地区は「土砂災害危険箇所」とされています。普段から自分の家が

土砂災害危険箇所にあるかどうか、 国土交通省砂防部のホームページなどで確認しましょう。

詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。 

＊ただし、土砂災害危険箇所でなくても、付近に「がけ地」や「小さな沢」などがあれば注意

を。 

（2）雨が降り出したら土砂災害警戒情報に注意する 

雨が降り出したら、「土砂災害警戒情報」に注意し

ましょう。土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害

発生の危険度が高まったときに、市町村長が避難勧告

などを発令する際の判断や住民の自主避難の参考とな

るよう、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報

です。 気象庁ホームページや各都道府県の砂防課な

どのホームページで確認できるほか、テレビやラジオ

の気象情報でも発表されます。大雨による電波障害や

停電などいざというときのために携帯ラジオを持って

おくとよいでしょう。都道府県や市町村によっては、

携帯電話などに自動的に土砂災害警戒情報を教えてくれるサービスもあります。さらに、 土砂

災害警戒判定メッシュ情報など、1～5kmのメッシュ単位のきめ細かな情報が気象庁や都道府県の

ホームページで確認できます。 

（3）土砂災害警戒情報が発表されたら早めに避難する 

お住まいの地域に土砂災害警戒情報が発表された

ら、早めに近くの避難場所など、安全な場所に避難し

ましょう。また、強い雨や長雨のときなどは、市町村

の防災行政無線や広報車による呼びかけにも注意して

ください。 

お年寄りや障害のある人など避難に時間がかかる人

は、移動時間を考えて早めに避難させることが大事で

す。 

また、土砂災害の多くは木造の 1階で被災していま

す。どうしても避難場所への避難が困難なときは、次

善の策として、近くの頑丈な建物の 2階以上に緊急避

難するか、それも難しい場合は家の中でより安全な場

所（がけから離れた部屋や 2階など）に避難しましょ

う。 

 
 

  

http://www.mlit.go.jp/river/sabo/link_dosya_kiken.html
http://www.jma.go.jp/jp/dosha/
http://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/
http://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/
http://www.mlit.go.jp/river/sabo/link_dosya_kiken.html
http://www.jma.go.jp/jp/dosha/
http://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201106/2.html#h3_index


土砂災害の前兆現象にも注意 
土砂災害には、「がけ崩れ」「地すべり」「土石流」の 3つの種類があり、これらが発生すると

きには、何らかの前兆現象が現われることがあります。下に挙げたものは主な前兆現象です。こ

うした前兆現象に気づいたら、周囲の人にも知らせ、いち早く安全な場所に避難することが大事

です。 

土砂災

害の種

類 

がけ崩れ 地すべり 土石流 

  

   

特徴 斜面の地表に近い部分が、

雨水の浸透や地震等でゆる

み、突然、崩れ落ちる現

象。崩れ落ちるまでの時間

がごく短いため、人家の近

くでは逃げ遅れも発生し、

人命を奪うことが多い。 

斜面の一部あるいは全部が

地下水の影響と重力によっ

てゆっくりと斜面下方に移

動する現象。土塊の移動量

が大きいため甚大な被害が

発生。 

山腹や川底の石、土砂が長

雨や集中豪雨などによって

一気に下流へと押し流され

る現象です。時速 20～

40kmという速度で一瞬の

うちに人家や畑などを壊滅

させてしまいます。 

主な前

兆現象 

• がけにひび割れがで

きる 

• 小石がパラパラと落

ちてくる 

• がけから水が湧き出

る 

• 湧き水が止まる・濁

る 

• 地鳴りがする 

• 地面がひび割れ・陥

没 

• がけや斜面から水が

噴き出す 

• 井戸や沢の水が濁る 

• 地鳴り・山鳴りがす

る 

• 樹木が傾く 

• 亀裂や段差が発生 

• 山鳴りがする  

• 急に川の水が濁り、

流木が混ざり始める  

• 腐った土の匂いがす

る  

• 降雨が続くのに川の

水位が下がる 

• 立木が裂ける音や石

がぶつかり合う音が

聞こえる  

 
6月は「土砂災害防止月間」 

平成 27年度土砂災害防止月間ポスター 

資料提供：国土交通省 

毎年、6月 1日～30日は「土砂災害防止月間」です。 

月間中は、「みんなで防ごう土砂災害」を運動のテーマとして、土砂

災害危険箇所や砂防設備などの点検や避難訓練、土砂災害防止に関す

る講習会、現場見学会などが実施されます。 

土砂災害防止月間を機に、皆さんも自分の地域の危険な場所を確認し

たり、避難場所までの経路を歩いてみたりするなど、万が一の事態に

備えておきましょう。 

 
＜取材協力：国土交通省  文責：政府広報オンライン＞  

  

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201106/2.html#h3_index
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201106/2.html#h3_index


政府広報 

 

徳光・木佐の知りたいニッポン！～みんなの力で楽しみながら！防災に役立つヒントを見つ

けよう 

いつどこで起こるかわからない自然災害。その災害から身を守るためには、私たち自身が

「防災」への意識を高め、災害を自分の事としてとらえ、日頃から備えておく必要がありま

す。そこで今回は、隣近所が互いに助け合って地域を守る『共助』の重要性に着目した地区

防災計画を作成し、子供達と実践している地域の取組や、子供も大人も楽しみながら体験し

て学べる防災訓練の取組などについて、東京大学生産技術研究所の加藤孝明さんをお招きし

て詳しく解説します。  

（所要時間：20分 00秒） 

 

広島土砂災害の教訓 命を守る 3つの心得 

我が国は、急勾配の斜面や渓流が全国に存在し、もろくて弱い地質でありながら、台風や集

中豪雨が頻発するなど、土砂災害が発生しやすい地形と気候を有しています。今回は、平成

26年 8月に広島市で発生した土砂災害の現場から学ぶべき教訓と、発生の予測が難しい土砂

災害から身を守るために、私たちはどのように行動すればよいのか。命を守る 3つの心得に

ついてご紹介します。 

（所要時間：12分 21秒） 

 

～いざ！という時～水害から自らを守るために 水防を知ろう！ 

水害の発生を警戒したり、土のうなどで水が溢れるのを防ぐことを「水防」と呼びます。河

川の洪水や高潮などによる氾濫や、そのおそれがある時に、地域の水防団員などが中心とな

って、様々な専門技術を駆使し、水防活動を行います。また、地域の水防力の向上を図るた

め、全国各地で水防訓練が実施されています。今回は、水防訓練の様子を交えながら、もし

もの時に知っておくべき「水防」について、ご紹介します。  

（所要時間：10分 37秒） 

 

徳光・木佐の知りたいニッポン！～増えているぞ！ 土砂災害 日頃の備えと早めの避難 

近年、局地的な集中豪雨などにより、全国各地で相次いでいる土砂災害。我が国は土砂災害

が発生しやすい自然条件が揃っています。また、土砂災害が発生するおそれのある危険箇所

は全国におよそ 53万か所。どこの地域で起こってもおかしくはありません。そこで今回は、

発生の予測が難しい土砂災害。大切な命を守るために日頃からの備えなど重要なポイント

を、筑波大学生命環境系の水野秀明准教授をお招きして、詳しく解説します。 

（所要時間：24分 00秒） 
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