
石川県土木部砂防課

土砂災害から身を守るために

１．土砂災害について

２．避難をするために

３．「共助」の取り組み
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１．土砂災害について

2



◇近年の土砂災害発生状況

○Ｒ２全国の土砂災害発生状況

資料提供：国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 3



◇これまでの土砂災害件数

平成３０年度の土砂災害は、昭和５７年以降過去最多

資料提供：国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 4



 一般的には・・・

雨が降ったり、地震が起きたときが危ない。

予測が困難

土石流災害 地すべり災害 がけ崩れ災害

雨地震

地形 植生

地下水地質
風化

どこで起こる？

いつ起こる？

土砂災害の概要
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・長雨や集中豪雨などによって土石混ざりの水が一気に
下流へ押し出る現象。

・流れの速さは20～40km/h

土石流災害

土石流とは

before

after

資料提供；NPO法人土砂災害防止広報センター
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・斜面の土塊が地下水などの影響により
ゆっくりと斜面下方へ移動する現象。

・土砂の移動スピードは遅い（1cm/day程度）が、
土砂の量は多い。

地すべり災害

地すべりとは

before

after

資料提供；NPO法人土砂災害防止広報センター
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• 雨や地震などの影響によって、急激に斜面が崩れ落ちる現象。
• 移動の速さは非常に早い。

がけ崩れ災害

がけ崩れとは

before

after

資料提供；NPO法人土砂災害防止広報センター
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県道

下流

被災した
石積えん堤

大きな石や車が流れてきた

石川県が実施した土石流対策事例
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着工前

集水井内部集水井外観

石川県が実施した地すべり対策事例石川県が実施した地すべり対策事例
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土砂がこんなところまで・・・

石川県が実施した急傾斜地崩壊対策事例石川県が実施した急傾斜地崩壊対策事例
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全国には約６６万箇所の

土砂災害のおそれのある箇所が存在

石川県には４,５８３箇所

うち８２７箇所

が土砂災害の防止施設が整備済

県内の土砂災害のおそれのある箇所

施設整備による対策が追い付かない

避難に関する事前準備が重要

※R3.5月末時点
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近年、頻発する大規模災害から

身を守るために、

ハード対策だけでは、限界

⇒自ら命を守る行動を！

「自ら身を守る行動」の必要性



２．避難をするために
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※防災心理学「人は皆“自分だけは死なない”と思っている」宝島社・著者山村武彦、
ITpro「自分だけは大丈夫」、セキュリティ対策を妨げる「正常化の偏見」日経ＢＰ社記事をもとに作成

正常性バイアス

正常性バイアスによる被災
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11～20年前

5%
21～30年前

5%

不明

(96年以上)

90%
10年以内 0%

31～95年 0%

※人的被害のあった箇所の

9割が約100年以内に被災していない箇所で土砂災害が発生

昔土砂災害が発生した箇所は地区名に災害に関する名前がついていることがある

人的被害が発生した箇所の
過去の災害履歴
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「地震」‥
突発型災害

突然に発生し、
避難は地震の発生後から

「土砂災害」‥
進行型災害

降雨から危険な状態になるまで
猶予時間（リードタイム）がある進行
性の災害であり、事前の避難が可能。

「地震で避難する」 と 「水害・土砂災害から避難する」 は
、同じ 『避難』 という言葉を使っていますが、その目的・役
割は大きく異なります。

17
土砂災害は「事前避難」によって命を守ることができます

避難とは



ステップ１

危険箇所、避難場所・経路を確認しましょう
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・危険箇所の確認

あなたの自宅や学校・職場は、安全か

調べましょう

・避難場所・経路の確認

近い避難場所とその避難ルートを

前もって確認しましょう

ハザードマップを活用しましょう

・避難訓練への参加

声かけで周りに避難を呼びかけ

ましょう

土砂災害からあなたを守る３ステップ



〇土砂災害ハザードマップ
⇒身の周りの危険な箇所を確認してください
⇒避難場所の位置を確認してください
⇒施設、自宅からの避難経路を考えてみてください

お住まいの防災担当窓口や
ホームページで取得できます。

どうやって手に入れるの？

わがまちハザードマップ 検索

ハザードマップを入手しましょう
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土砂災害防止法に基づき、土砂災害（土石流・がけ崩れ・地すべり）のおそれのある区
域について、危険の周知、警戒避難体制の整備などソフト対策を行っています。

土砂災害警戒区域の指定［県］
(土砂災害のおそれがある区域)

●情報伝達、警戒避難体制等の整備（市町）
土砂災害特別警戒区域の指定［県］
(建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に

著しい危害が生じるおそれがある区域)

●特定開発行為に対する許可制
対象：住宅宅地分譲、社会福祉施設等の

ための開発行為
●建築物の構造規制
●建築物の移転等の勧告

土石流の場合の区域指定例

土砂災害ハザードマップの着色



資料提供：国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部

（参考）自分の住んでいる場所がどんな場所なのかを知る

台風第１９号による土砂災害の発生状況
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■土砂災害の危険地図（土砂災害ハザードマップ）

自宅や学校、
職場など身のまわりの
危険を確認
しておきましょう！

どんな危険が身のまわりにあるか知っておこう！１
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『わたしの逃げる計画』をつくっておこう！



「避難場所」や「避難経路」を
ハザードマップで避難場所を確認しよう。

わたしの避難場所 は

です。

例：○○小学校 など

どうやって逃げるか、避難ルートも確認しておきましょう。

最短ルートが決して最適な避難ルートとは限りません。普段は問題無く通れる道が、
災害時には危険箇所に変わってしまうケースが少なくありません。

「急がば回れ」の視点をもって安全なルート を考えておきましょう。

『どこに』『どうやって』逃げるか決めておこう！2
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○外出することが危険な場合➡「屋内での安全確保」
・自宅内の上層階（２階以上）で山・崖からできるだけ離れた部屋等に移動

『わたしの逃げる計画』をつくっておこう！



避難指示などに基づいて、適切な避難行動をとりましょう市町より発令される

わたしの家に
避難に時間を要する人

ご高齢の方
介助の必要な方
病気の方
赤ちゃんや
小さい子ども
妊婦さん
障がいのある方
がいます。

Yes

No

チェック
あり

避難指示等が発令されずとも、危険を感じたら
避難行動をとってください。

大切なのは「自分で判断する」ことです。

危険度

チェック
なし

『いつ』 逃げるか決めておこう！３
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『わたしの逃げる計画』をつくっておこう！『わたしの逃げる計画』をつくっておこう！

要配慮者ご本人やそのご家族に『わたしの逃げる計画』を作成するよ
う助言しましょう。

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kasen/bousai/leaflet.html『わたしの逃げる計画』入手先



避難訓練への参加

避難・情報伝達訓練（６市町）

9/20 ～１/10

〇土砂災害警戒区域がある市町で実施

(野々市市、川北町を除く)

珠洲市、能登町、宝達志水町、

輪島市、羽咋市、かほく市（実施順）

◆Ｒ２実績
国、県、市町、防災関係機関、
地域住民、災害時要配慮者利用
施設が一体となって実施

防災意識の向上等
警戒避難体制の強化

土砂災害の防止・軽減

声かけ訓練実施状況
（R２年９月２７日：能登町）

土砂災害に関する勉強会
（Ｒ２年９月２０日：珠洲市） 25



避難訓練への参加

・地域の声掛けがあったら避難しましょう。
※声掛けがなくても危険を感じたら避難行動をとってください。
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ステップ２

避難情報や気象情報の内容を知りましょう
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・早めの避難行動をとるためには、

○避難情報（避難指示など）

○気象情報（大雨特別警報など）

の内容を把握しておくことが重要です。

土砂災害からあなたを守る３ステップ



２０２１年5月より、住民の避難のタイミングを明確にするため、
防災情報の伝え方が変わりました。

28内閣府『新たな警戒情報に関するチラシ』

避難情報と防災気象情報の整理について

内閣府 避難指示 検索

出典：内閣府ホームページ

●このリーフレットは、

からダウンロードできます。



「いつ」逃げるのか判断するには‥
『避難を判断する情報（避難情報）』を入手する

状況に応じてお住まいの市町から発令されます！

必ずしもこの順で段階的に発令されるとは限りません。
危険を感じたら発令前でも早めの避難行動をとってください。
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高齢者等避難 避難指示

警戒レベル

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。

速やかに避難先へ避難を
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。

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。

わたしたちの

とるべき行動

ひ なん し じこう れい しゃ とう ひ なん住民に
行動を促す情報

警戒レベル３ 警戒レベル４ 警戒レベル５

緊急安全確保
きん きゅう あん ぜん かく ほ

危険性

市町が発令する『避難情報』を入手する

警戒レベル３が発令されたら避難を開始するよう、要配慮者ご本人
やそのご家族に教えましょう。

警
戒
レ
ベ
ル
４
ま
で
に
必
ず
避
難
！



気象台が発表する『気象情報』を入手する
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ステップ３

情報を集めて、早めの避難をしましょう

石川県
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・情報を集める
気象情報など最新情報は、テレビやインターネットで確認

しましょう

・早めの避難行動
土砂災害が起こってからでは手遅れです。危険と感じたら、

早めの避難行動を起こしましょう。

警戒レベル４、避難指示がでたら全員避難。

土砂災害からあなたを守る３ステップ



以下を活用して、
『避難情報』や『気象情報』を手に入れましょう。

自宅などにいる場合は、
テレビ放送（データ放送
）で最新の情報を入手し
ましょう。

災害時や外出時など、
ラジオは大いに役立ちます。

携帯やスマホから様々な
情報を入手出来ます。

携帯・スマホ
から 防災無線から

避難指示など避難に関
する情報は、防災無線
からも発表されます。
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テレビから ラジオから

避難を判断する情報や、気象情報は
「どうやって」手に入れればよいのでしょうか

避難を判断する情報を入手する



気象情報や避難情報などの情報をテレビやデータ放送で提供
テレビ・データ放送

データ連動

データ放送を見るには、ご家庭のリモコンの・・・

「ｄ」ボタンを押すとデータ放送が見れます！
33

石川県避難を判断する情報を入手する



データ連動

・・・ラジオ

災害時や外出時などに

大いに役に立ちます

・・・防災無線

避難情報などが市町から

放送されます

防災情報の発表や気象情報などの情報を取得できます。
ラジオ・防災無線

避難を判断する情報を入手する
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警報等と合わせて、どこで
危険度が高まっているか
視覚的に確認できるよう
危険度分布も提供

土砂災害警戒判定メッシュ情報
（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）

大雨警報(浸水害)の危険度分布 洪水警報の危険度分布

土砂災害 浸水害 洪水害

大雨大雨の降っている場所は
気象レーダーで把握可能

（しかし、災害の発生する場所・
時間とは、必ずしも一致しない。）

高解像度降水ナウキャスト(雨量分布)

気象情報や雨雲の動き、台風情報などの情報をホームページで提供
（公表URL ： http://www.jma.go.jp/jp/yoho/）

気象庁ホームページ
気象情報を入手する
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【土砂災害警戒情報発表中】
土砂災害の危険なエリアを市町毎に
地区・校下単位で表示

＊＊

新たに追加された地区
⇒「＊」を表示

蓄積表示されているすべての
地区のうち、現況または予測で
ＣＬ基準に到達している地区
⇒赤色アンダーライン

土砂災害危険度を入手する ～土砂災害情報システム（SABOアイ）～

SABOアイ で検索石川県ホームページや
検索エンジンで

https://sabo.pref.ishikawa.lg.jp/sabo-i/

例えば…
危険度を知り
たい場所を
クリック

石川県土砂災害情報システム
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○土砂災害危険度が１０分毎に更新
○２時間先までの土砂災害危険度を一目で確認可能

30分更新 10分更新

土砂災害危険度を入手する ～土砂災害情報システム（SABOアイ）～
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スマートフォンサイトへ
https://sabo.pref.ishikawa.lg.jp/sabo-i/sp/

GPS機能を活用し、現在地や
検索住所の周辺情報を表示

必要な情報を一元的に表示

A

B

A B

38

現在地

土砂災害危険度を入手する ～土砂災害情報システム（SABOアイ）～

石川県土砂災害情報システム（スマートフォン専用）



５回（５市町対象）

概 要

・降雨実況の把握
・降雨予測

・災害危険箇所の把握
・過去の土砂災害情報の把握

土砂災害警戒情報発表 （市町単位）

金沢地方気象台石 川 県 情報交換

共同発表

※H19.8.31から本運用開始

大雨警報発表中に、命に危険を及ぼす
土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となった時

令和２年の実績

土砂災害警戒情報発表状況
Ｈ19 10回 7市町
Ｈ20 28回 14市町
Ｈ21 4回 4市町
Ｈ22 8回 7市町
Ｈ23 6回 4市町
Ｈ24 8回 5市町
Ｈ25 21回 13市町
Ｈ26 23回 15市町
Ｈ27 0回 0市町
Ｈ28 1回 1市町
Ｈ29 39回 14市町
Ｈ30 35回 16市町

Ｒ1    8回 8市町

土砂災害危険度を入手する ～土砂災害警戒情報～
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土砂災害警戒情報
が発表された市町に
滞在する全ての方の
携帯電話やスマート
フォンに緊急速報メ
ールでお知らせ。

土砂災害警戒情報の発表

土砂災害の危険が非常に
高まっている地域名

校下名 または 地区名

お知らせの内容 お知らせの方法

■緊急速報メールの配信（平成２７年９月１５日～）

緊急速報メール画面イメージ

土砂災害警戒
情報発表

自 動

各携帯電話会社

40

土砂災害警戒情報が緊急速報メールとして届きます！！

土砂災害警戒情報が発表されました
【警戒レベル4相当情報[土砂災害]】

石川県砂防課です
平成 年 月 日 時 分
○○市に土砂災害警戒情報が発表さ
れました。○○市内では土砂災害に
警戒してください
現在は特に
●●地区
および周辺地域で危険度が高まって
います

早めの避難行動を心がけ、情報収集
等に努めてください

土砂災害危険度を入手する ～土砂災害警戒情報～



時 間 的 切 迫 性

山鳴り・地鳴り

流水の異常な濁り
流木発生
渓流内の転石の音

★土石流

★がけ崩れ

湧水量の増加

湧水が濁り 亀裂の発生

小石が
ぼろぼろ落下

土石流発生

がけ崩れ発生

★地すべり
地すべり発生

小石が
ぱらぱら落下

亀裂の発生井戸水の濁り
山鳴り・地鳴り

湧水量の
増加

水位の急激な低下

土砂災害の前兆現象
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３．「共助」の取り組み
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・みんなでつくる「地区防災計画」

・「県政出前講座」の活用

＜事例や取り組みの紹介＞

「共助」の取り組み支援

43



地区防災計画を活用して、いざという時に
地域コミュニティごとに効果的な防災活動を
実施できるようにすることが重要です。

災害が起こることを想定し、日頃の準備や災害時の行動につ
いて、地区内の居住者や事業者みんなでつくる計画です。

災害は忘れた頃に起こるともいわれています。

内閣府HPより

「地区防災計画」とは

みんなでつくる「地区防災計画」
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住民自らが土砂災害に関する問題点を確認し、さらなる
地域の防災意識の共有を図るため、「勉強会～防災マッ
プ作成～避難訓練」を一連で実施し、地区に応じた避難
行動を考える

勉強会の状況 防災マップ作成の状況 避難訓練の状況

志賀町 大福寺区での事例

みんなでつくる「地区防災計画」
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避難事例①
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避難事例②
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平常時におけるケアマネの役割

⇒地域の方に在宅の要配慮者の状況を知ってもらうことで、
有事の際の声掛けや支援が可能となる。

⇒地区防災計画作成の際、地域のみんなに在宅の要配慮者の
居場所や状態を知ってもらうことで、有事の際の支援が可能
となる。（誰が支援するか、何人で支援するか 等）

・担当している利用者の地区の町内会長や民生委員等へ
挨拶を行い、利用者の状況を知ってもらう。

・利用者本人やご家族に、地域の行事や避難訓練への参
加を促す。

・利用者本人やご家族に、避難行動要支援者名簿への登
録を促す。

期待できる効果
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▲開催状況（輪島市本郷地区自主防災会）

県では、町会等へ出向き、地域ぐるみで水害・土砂災害に
対する防災意識の啓発を図る出前講座を開催しています。

【概要】
・テーマ

「水害・土砂災害から身を守るために」
・申込団体

町内会をはじめ、自主防災会や
防災士会などからも申込み

地域の防災意識向上に向けた取り
組みの一助としてご活用ください

石川県 県政出前講座 検索

「県政出前講座」の活用

49



土砂災害から「命」を守るために
今できること

・「どんな」危険が身の回りにあるか知っておこう！
・「どこに」逃げるか決めておこう！
・「い つ」逃げるか決めておこう！

そな う れ

50

備えあれば憂いなし

まとめ



ご清聴ありがとうございました

51

石川県土木部砂防課
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