
砂防課 

広島県土木建築局 

土砂災害から身を守るには!? 
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「土砂災害 啓発・伝承プロジェクト」（三本の柱） 
 

 ８．２０土砂災害の教訓を踏まえ，再び同じ災害を繰り返さないためには，土砂災害に関する防災意識の醸成を
図るとともに，災害の記憶を風化させず，被災の事実を後世に伝承していく必要があります。 
 「土砂災害 啓発・伝承プロジェクト」では，土砂災害への防災意識を県民へ広く啓発することに加えて，被災事
実を地域に確実に伝承していく取組を積極的に実施することにより，地域防災力の向上を推進していきます。 

 

広島県砂防課 



平成30年7月豪雨災害 

熊野町川角 



平成30年7月豪雨災害 呉市天応 



平成30年7月豪雨災害 

坂町小屋浦 



平成30年7月豪雨災害 広島市安佐北区 

口田 



平成30年7月豪雨災害 三原市木原 





広島県の土砂災害の発生数 

H22.7豪雨 
（庄原市） 

H26.8豪雨 
（広島市） 

H11.6.29 
（広島市，呉） 

H30.7豪雨 
（広島県内） 

1,242件 



平成26年8.20土砂災害 （広島市安佐南区） 

(C)国際航業㈱・㈱ﾊﾟｽｺ 



平成22年7月豪雨災害 （庄原市） 



平成11年6月豪雨災害 （広島市佐伯区） 



昭和63年7月豪雨災害 （安芸太田町） 



昭和42年7月豪雨災害 （呉市）  



昭和42年7月豪雨災害 （三原市，尾道市）  



昭和20年枕崎台風 （呉市，廿日市市） 



明治40年7月豪雨災害 （坂町小屋浦）  



広島県の主な土砂災害（戦後） 

○概ね10年～20年に1回程度の頻度で  死者10名以上の大災害が発生 
○S20.9枕崎台風 原爆投下の１ヶ月後に台風が直撃，戦災により情報通信が被災  
○S42.7呉市豪雨災害 急傾斜地法制定 
○H11.6災害 土砂災害防止法制定 
○H26.8災害 土砂災害防止法改正 

広島県の主な過去の災害 

№ 年月 要因 主な被災地 最大時間雨量 死者・行方不明者 

① 昭和20年9月 枕崎台風 呉市・大野町 57.1㎜ 2,012人 

② 昭和26年10月 ルース台風 大竹市・佐伯郡 26.2㎜ 166人 

③ 昭和42年7月 集中豪雨 呉市 74.7㎜ 159人 

④ 昭和47年7月 集中豪雨 三次市 40.0㎜ 39人 

⑤ 昭和63年7月 集中豪雨 加計町 57.0㎜ 15人 

⑥ 平成11年6月 集中豪雨 広島市・呉市 81.0㎜ 32人 

⑦ 平成22年7月 集中豪雨 庄原市・呉市 91.0㎜ 3人 

⑧ 平成26年8月 集中豪雨 広島市 121.0㎜ 77人 

① S20.9 廿日市市（旧宮島町） 

③ S42.7 呉市 

⑦ H22.7 庄原市 ⑥ H11.6 広島市佐伯区 ⑧ H26.8 広島市安佐南区 

       ⇒国の土砂災害対策へも影響 

⑤ S63.7 安芸太田町（旧加計町） 



・がけ崩れ 

・土石流 

・地すべり 

土砂災害とは！？ 

土砂災害の 
 

  種類 



 

 土石流とは！？ 

出典基：NPO法人 砂防広報センターHP「砂防ふるさと探検隊」より 



出典基：NPO法人 砂防広報センターHP「砂防ふるさと探検隊」より 

がけ崩れとは！？ 



地すべりとは！？ 

出典基：NPO法人 砂防広報センターHP「砂防ふるさと探検隊」より 



Ｑ 土砂災害で危ない場所が 

     日本で一番多い 

         都道府県はどこ？ 

どしゃさいがい あぶ ばしょ 

にほん いちばんおお 

とどうふけん 

1. 広島県 
2. 熊本県 
3. 長野県 

ひ  ろ  し  ま  け  ん 

く  ま  も  と  け  ん 

な   が   の   け   ん 約３２０００ヶ所あります。 



広島県の土砂災害危険箇所 

平成14年度公表（国土交通省砂防部調査：平成１５年３月） 

13,550 兵庫県 6,912 兵庫県 5 

… 

13,912 島根県 7,198 岩手県 4 

330,156 183,863 全国計 

14,293  大分県 7,532 山口県 3 

14,431 山口県 8,120 島根県 2 

21,943 広島県 9,964 広島県 1 

急傾斜地崩壊危険箇所 

(箇所数） 

土石流危険渓流 

(渓流数) 

順位 

人口密集地である瀬戸内海沿岸の平野部が狭く、山裾まで住宅立
地が進んだ結果、土石流危険渓流数及び急傾斜地崩壊危険箇
所の箇所数は，全国1位 



花崗岩 ⇒「マサ土」～ くずれやすい 

広島の地質 



平地が少なく， 
    山の近くまで家が建っている！ 

広島の地形 

山間部 

都市部 
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がけくずれ危険箇所 

４箇所 

● 

● 

● 

● 

● ● ● 

● 

● 
● 

● 

● 

● 

● 
● 

● 

● 

● 

● 
● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

がけくずれ危険箇所 

２４箇所 

広島の地形 

広島市佐伯区 



土砂災害の特徴 

目で確認しづらい（危機感を感じにくい） 

予想しづらい（原因さまざま，しくみ複雑） 

突発的（避難が間に合わない） 

局所的（記憶に残りにくい） 

死亡率が高い（自然災害犠牲者の４割） 



「土石流」対策（砂防えん堤） 

ひろしま砂防アクションプラン 

広島県の土砂災害防

止対策等については， 

「ひろしま砂防アクショ

ンプラン２０１６」をご

覧ください。 

「がけ崩れ」対策 
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平成30年7月豪雨 海田町（三迫川） 



平成30年7月豪雨 呉市（神原川） 



「土砂災害 啓発・伝承プロジェクト」（三本の柱） 

 ８．２０土砂災害の教訓を踏まえ，再び同じ災害を繰り返さないためには，土砂災害に関する防災意識の  
醸成を図るとともに，災害の記憶を風化させず，被災の事実を後世に伝承していく必要があります。 
 「土砂災害 啓発・伝承プロジェクト」では，土砂災害への防災意識を県民へ広く啓発することに加えて，被災
事実を地域に確実に伝承していく取組を積極的に実施することにより，地域防災力の向上を推進していきます。 

 

降雨体験機による啓発活動 

「ひろしまの土砂災害を知る・学ぶ・伝える」 

ポータルサイト画面 

砂防出前講座 過去の災害を記録として残す 
「地域の砂防情報アーカイブ」 

防災教育を受講した生徒 
が「過去の災害」を発表 



ひろしまの土砂災害を知る・学ぶ・伝える 
～土砂災害 啓発・伝承プロジェクト～ 

広島県ホームページ 

防災教育のための資料を集めたポータルサイト 

・土砂災害などに関する資料やパンフレット 

・防災教育の教材（イメージ図，動画など） 

・過去の主な土砂災害の資料や写真 

          などを掲載しています。 

ひろしまの土砂災害を知る 



・土砂災害などに関する資料やパンフレット 

・防災教育の教材（イメージ図，動画など） 

・過去の主な土砂災害の資料や写真，体験談 

 などをダウンロード・参照することができます。 

・パネル（A1版）の貸出しも行っています。 
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パネルのデータを印刷して使用することもできます。 

子供向けパネル 土砂災害について 

地域の過去の災害パネル 
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砂防出前講座ＤＶＤの貸出し 
① 砂防出前講座 

 ～災害に強い県土づくりをめざして～ 

土砂災害はなぜおこるのか？広島県が進めている対策工事
には，どのようなものがあるのか？私たちが日頃から心がけ
ることなど，土砂災害とその対策について，わかりやすく解説
しています。（約２０分 小学生向け） 

 

② 土砂災害の防止をめざして 

土石流，がけ崩れ，地すべりについて，それぞれ，災害がど
のようにして起こるのか，広島県での災害事例，広島県が
行っている対策工事の内容，その進め方などについて解説
しています。（中学生向け） 

○ 砂防事業とは（約１２分） 

○ 急傾斜地崩壊対策事業とは（約１２分） 

○ 地すべり対策事業とは（約１１分） 

○ 砂防えん堤の効果を模型実験で見てみよう！ 
 

 

 

実際に発生した土砂災害の映像や土砂災害の発生メカニズ

ムを解説したアニメーションなどが含まれています。 

※申込書は「ひろしまの土砂災害を知る・学ぶ・伝える」HPに掲載 



～土砂災害ポータルひろしま～  
地域の砂防情報アーカイブ 

地域で発生した過去の災害の写真や記録を検索， 

ダウンロードして利用できます。 

広島県ホームページ 

地域の砂防情報アーカイブ 



「地域の砂防情報アーカイブ」   



「地域の砂防情報アーカイブ」   



「地域の砂防情報アーカイブ」   

碑文の現代語訳も
掲載しています。 



「地域の砂防情報アーカイブ」   

碑文の現代語訳も
掲載しています。 



「地域の砂防情報アーカイブ」   

体験談・記録集も
掲載しています。 



地域の砂防情報 
    アーカイブ 
土砂災害の写真や記録・体験談， 
土砂災害に関する石碑の情報を
集めています。 
学校にありましたら，ご協力くださ
い。 



災害の記憶つなぐ人の輪づくり～土砂災害 啓発伝承制度～ 
パネル，DVDの貸出し，パンフレットの提供 

広島県ホームページ 

ひろしまの土砂災害を知る 

学校等で開催する防災関

連イベントに，土砂災害に

関するパネル（Ａ１サイズ）

を貸し出します。 

パネルの一覧や申込書を

ホームページに掲載してい

ます。 



砂防出前講座（小中学生対象） 
 広島県砂防課では，県教育委員会と連携し，児童生徒のみなさんが自分の命を自分で
守り抜く力をつけ，将来の防災リーダーとして成長していくため，専門知識を有する県職
員や災害経験豊富なボランティアが講師として，広島県で多発する土砂災害に関する防
災教育「砂防出前講座」を行っています。 

広島県ホームページ 

土砂災害に関する防災教育「砂防出前講座」
の募集について（広島県教育委員会連携） 
 

   ⇒ 広島県 砂防出前講座 

対象   広島県内の小中学校 

実施会場 お申し込み先の小中学校の 

     教室，体育館など。 

開催日時 月～金曜日（祝祭日を除く）の 

     午前10時から午後4時までの間 

実施時間 授業２コマ程度 

費用   講師費無料 

申込方法 まずはお電話ください。 

 実施日時や講座内容などをご相談の上，決定します。 

 広島県土木建築局砂防課 082-513-3942 
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平成30年度は 
30回実施しました。 



講義（パワーポイントによる学習） 

 

・土砂災害とは 

・広島県の土砂災害 

・土砂災害を防ぐために 

・土砂災害から身を守るために 

砂防出前講座 

ハザードマップ 

 

・学校の周りや自宅の周りの 

 危険な場所の確認 

・避難場所への安全な道順 



砂防出前講座 

模型実験装置の体験 

 

・土石流 

・がけ崩れ 

工事を行うことでの災害発生時の違いを 

比較体験 

その他 

 

・現地見学  （学校近くの施設見学） 

・土砂災害の体験談 など 



洪水に関する出前講座 

 最近では，ゲリラ豪雨により短時間で洪水
などが発生することが増え，一人一人が「自
分の身は自分で守る」という意識を持って行
動することが今まで以上に大切になってき
ています。 

 そのため，子ども達も自分で自分を守れる
ように，防災について興味を持ってもらいた
いと考えています。 

 

 出前講座（河川）では，どのようにして洪
水が起こるのか，どのように身を守ればよ
いのか，分かりやすく説明します。 

申込み・相談は 
広島県土木建築局河川課 
TEL ０８２－５１３－３９２９ 



（平成30年度募集） 

国土交通省・都道府県実施 

募集期間（平成30年度の例） 

 6月1日～9月15日 

（小中学生対象） 

   

平成２８年度は６名，
平成２９年度は２名が
受賞しました。 

土砂災害防止に関する絵画・作文の募集 









 施設の所在する市町村へお問い合わせください。 

市町村地域防災計画（避難場所・避難経路など）・ハザードマップに関すること 

 洪水浸水想定区域についてはその河川を管理する河川管理者（国，県）へ，土
砂災害警戒区域等については県へお問い合わせください。 

洪水・浸水想定区域・土砂災害警戒区域等の指定に関すること 

問い合わせ先 

土砂災害警戒区域等 

洪水・浸水想定区域 広島県土木建築局 道路河川管理課，河川課 

広島県土木建築局 砂防課・土砂法指定推進担当 

TEL：082-513-3942（砂防課），082-513-3945（土砂法指定推進担当） 

TEL：082-513-3923（道路河川管理課），082-513-3929（河川課） 

※各区域に関する調査内容については，県内各建設事務所（支所）までお問合せください。 



「避難確保計画」とは 

水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用
者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を
定めた計画 

 

【避難確保計画の構成例】 
１ 目的 

２ 防災体制に関する事項 

 (1) 各班の任務と組織 

 (2) 事前対策 

 (3) 情報収集及び伝達 

３ 避難誘導に関する事項 

４ 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項 

５ 防災教育及び訓練の実施に関する事項 

「要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する
避難確保計画作成の手引き」（国土交通省）参照 



危ない場所を知る 

土砂災害： 
 土砂災害警戒区域 

洪水：浸水想定区域 



土砂災害危険箇所 

 土砂災害警戒区域・ 
土砂災害特別警戒区域 

1/25,000 地形図で土砂災害
のおそれがある箇所を一定の条
件に一致する地形を調査し把握
したもの。 
・土砂災害に対する警戒避難や
備えに対する活用を目的として
おり，法的な規制はない。 

土砂災害防止法に規定された手法
により，土砂災害のおそれのある
箇所の調査を行い，同法に基づき
区域指定した箇所。 
・指定箇所は，警戒区域と特別警
戒区域で警戒避難体制の整備や住
宅の構造規制などが法的に義務付
けられる。 



こんなところが指定されます 

土石流 土石流が発生したら 
土砂災害特別警戒区域では 
木造2階建ての家が壊れたり， 
人の命が危険になります。 

がけ崩れ 

～危ない場所を知る～ 
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危ない場所を知る 

土石流 

土砂災害特別警戒区域 

 （土石流により）建築物に作用する力の大きさが，通常の建築物が 

 土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれ 

 のある崩壊を生ずることなく耐えることのできる力を上回る区域 

土砂災害警戒区域 

 土石流の発生のおそれのある 

 渓流において、扇頂部から下流で 

 勾配が２度以上の区域 



危ない場所を知る 

がけ崩れ 

土砂災害警戒区域 

イ 傾斜度が３０度以上で高さが 

  ５ｍ以上の区域 

ロ 急傾斜地の上端から水平距離が 

  １０ｍ以内の区域 

ハ 急傾斜地の下端から急傾斜地 

  高さの２倍（５０ｍを超える場 

  合は５０ｍ）以内の区域 

土砂災害特別警戒区域 

 急傾斜の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさ 

 が，通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい 

 危害が生ずるおそれのある崩壊を生ずることなく耐えることのできる力 

 を上回る区域 



土砂災害特別警戒区域 

 土砂災害特別警戒区域の
中も，かかる力の大きさに
よって区分けされています。 



土砂災害ポータルひろしま ～危ない場所を知る～ 

土砂災害ポータルひろしま 



土砂災害ポータルひろしま ～危ない場所を知る～ 

土砂災害ポータルひろしま 

スマートフォン対応 



 基礎調査予定箇所を含めると， 

 土砂災害の危ない場所は， 

 約４９，５００箇所となる見込み。 

・ 土砂災害警戒区域，土砂災害特別警戒区域について，指定済み，指

定前（公表済み），基礎調査予定箇所を表示することができます。 

・ 避難所を表示することができます。 



土砂災害警戒区域 

土砂災害特別警戒区域 指定済み 



土砂災害警戒区域 

土砂災害特別警戒区域 未指定（公表済み） 



土砂災害警戒区域 

土砂災害特別警戒区域 未指定（調査予定） 



土砂災害ポータルひろしま 
住所や施設名でも検索できます。 

西部建設事務所安芸太田支所 

ハザードマップを作成すること

ができます。 

土砂災害警戒区域等の区域図

を見ることができます。 



土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図 

表示の例： 
 西部建設事務所 

 安芸太田支所 



土砂災害警戒区域等の解説も

掲載しています。 

土砂災害ポータルひろしま 



ハザードマップの作成 
 「土砂災害ポータルひろしま」からハザードマップを出力することができます。 



※標準地図

を選択する。 

 

※防災教育で印刷して使用する場合には，

各地図に利用制限がありますから，標準地

図を使用してください。 

「土砂災害ポータルひろしま」からハザードマップを出力することができます。 

※土砂災害警戒区域や避難所など

の出力項目や印刷サイズを選択し

て出力することができます。 

 



ハザードマップ 
（市町作成） 



危険を知らせる情報を   『知る』 

気象庁が出す情報  大雨注意報 
                            大雨警報 
                            大雨特別警報 

市町が出す情報   避難準備・高齢者等避難開始 
                          避難勧告 
                          避難指示 

気象庁と広島県が出す情報 
                         土砂災害警戒情報 
                         土砂災害危険度情報 
 



・大雨警報発令中に群発的な土砂災害
（土石流・同時多発のがけ崩れ）の発
生のおそれが高くなったときに市・町
単位で発表される情報 

土砂災害危険度情報 
・土砂災害警戒情報を補足する
情報として，より詳細な５km
メッシュ情報を県内地形図に重
ね合わせ，提供する情報 

土砂災害警戒情報 

・現在の降雨指標が土砂災害発
生の目安となる値に到達してい
るかを示すほか，１時間後，２
時間後，３時間後の予測を色分
けして示します。 

 
土砂災害警戒情報 

土砂災害危険度情報 
（メッシュ情報） 

（市町単位での発表） （５ｋｍメッシュの情報） 



ＮＨＫ広島放送局キャラクター 

しゃもべえ 

ＮＨＫ広島放送局キャラクター 

しゃもべえ ＮＨＫ広島放送局キャラクター 

しゃもべえ 

ＮＨＫ広島放送局キャラクター 

しゃもべえ 

登録された郵便番号 
以外の地域も選択可能 

広島県全域の
表示も可能 

ＮＨＫ広島放送局キャラクター 

しゃもべえ 

テレビデータ放送（ＮＨＫ広島）による土砂災害危険度情報の提供 
                      

 ＮＨＫ広島の地上デジタル放送（データ放送）を通じて、テレビで大雨
による土砂災害発生の危険度をリアルタイムに確認できます。 

１．ＮＨＫ総合テレビにチャンネルを合わせ、 
  リモコンの 『ｄ』 ボタン（データ放送）を押します。 

２．リモコンで  『防災・生活情報』 を選択します。 

操作方法 

３．リモコンで  『土砂災害危険度情報』 を選択します。 

土砂災害発生の危険度を６段
で色別に表示 



広島県防災Webでの情報提供 
 県のホームページで現在の雨量などの情報を提供しています。 

広島県防災Web 



土砂災害危険度情報 土砂災害ポータルひろしま 

【平成26年度から新機能】 
 ①XRAIN雨量分布および監視対象区分※を表示  
 ②拡大縮小機能，背景地図の切り替えが可能 

クリック 

クリック 

現在の降雨指標が土砂災害発生の目安

となる値に到達しているかを示すほか，
１時間後，２時間後，３時間後の予測を

色分けして示します。 

土砂災害ポータルひろしま 
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洪水ポータルひろしま 高潮・津波災害ポータルひろしま 

※洪水や高潮・津波

についても見ることが

できます。 



広島県防災情報メール 

広島県防災情報メール通知サービス 

大雨などの気象情報やお住まいの地域の 

土砂災害発生の危険度に関する情報が 

メールで届きます。 



危険を知らせる前ぶれ 

土石流 
●山鳴りや立ち木のさける音， 

石のぶつかり合う音が聞こえる 

●雨が続いているのに，川の水位が下がる 

●川の水が急に濁ったり，流木が混ざったり
しはじめる 
 

がけ崩れ 
●がけからの水が濁る 

●がけに亀裂が入る 

●小石がパラパラ落ちてくる 



外は真っ暗。 

ものすごい雨がふっている。 

避難できそうにない。 

避難できないときは？ 

    ⇓⇓ 
・がけからできるだけ 

 はなれている部屋 

・２階以上の部屋 



  『自分のこころ』 
 

『大したことは無い』 

『前も大丈夫だった』 

『となりの人も逃げてない』 
 

        
 

 

 

 
 

 

避難をじゃまするもの！ 

⇒逃げおくれる！ 
正常性バイアス 

・自分にとって都合の悪い情報を無視したり，過小評価したりしてしまう人の特性の
こと。 

・自然災害や火事，事故・事件・テロリズム等の犯罪などといった自分にとって何ら
かの被害が予想される状況下にあっても，都合の悪い情報を無視したり，「自分は
大丈夫」「今回は大丈夫」「まだ大丈夫」などと過小評価したりしてしまい，「逃げ遅
れ」の原因となる。 
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広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動 

県では災害時の被害を出来る限り軽減する『減災』の実現に向け 
『災害死を０にする』という目標を掲げ 
みんなで減災県民総ぐるみ運動を強力に展開しています。 
 

命を守る為に，県民自らが，災害の危険性を『知り』 
災害発生をいち早く『察知』し，適切に判断して『行動』できるとともに 

普段から災害を『学び』，災害に『備えて』頂くのを目指すべき姿として 

います。 



「土砂災害 啓発・伝承プロジェクト」（三本の柱） 
 

 ８．２０土砂災害の教訓を踏まえ，再び同じ災害を繰り返さないためには，土砂災害に関する防災意識の醸成を
図るとともに，災害の記憶を風化させず，被災の事実を後世に伝承していく必要があります。 
 「土砂災害 啓発・伝承プロジェクト」では，土砂災害への防災意識を県民へ広く啓発することに加えて，被災事
実を地域に確実に伝承していく取組を積極的に実施することにより，地域防災力の向上を推進していきます。 

 

広島県土木建築局砂防課 
 〒730-8511 
          広島市中区基町10－52 
 電話：082-513-3942（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 
 Mail：dosabou@pref.hiroshima.lg.jp 





土砂災害警戒区域等（土砂災害ポータルひろしま） 



ハザードマップの印刷 



過去の災害の写真（地域の砂防情報アーカイブ） 







石碑の写真・碑文 



過去の災害の記録・体験談 



過去の災害の情報 







過去の災害のパネル 



雨量などの統計情報（広島県防災Ｗｅｂ） 









 「地域の砂防情報アーカイブ」は，地域の皆様から提供
された過去の土砂災害に関する貴重な写真等を記録・公
開し，土砂災害の記録を次世代に語り継ぎ，地域の防災
意識の向上を図る ため，平成23年度より県ホームページ
上で「地域の砂防情報アーカイブ」を運用開始し，これまで
に９６６点の過去の災害写真や体験談等の資料を公開し
ている。 

「地域の砂防情報アーカイブ」   

■概要 

平成28年6月豪雨（堂々川6番砂留） 
［福山市神辺町］ 

平成26年8.20土砂災害 
［広島市安佐南区］ 

災害情報の記録・公開の一例 

地域と連携した災害伝承パネル展 
地域の方が“語り部”となり伝承 地域主催のイベント 

≪全国砂留シンポジウム≫ 

昭和20年枕崎台風（厳島神社） 
 ［廿日市市宮島・紅葉谷川］ 

学生にフィールドワーク 
宮島紅葉谷川「庭園砂防」 

平成11年6.29豪雨記録誌 

“語り部育成” 

地域の砂防情報アーカイブ

県 民広島県（砂防課）

砂防情報の収集

審査済情報
の登録

学識経験者等に
よる情報の審査

登録情報の公開
災害伝承・防災教育
への活用

災害情報の活用 
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土砂災害警戒区域等の指定と警戒避難体制整備 

地元代表への説明 

現地立入の地元回覧 

基礎調査成果の照査 

現地測量・区域設定 

地元説明会 

 
市町意見照会･回答 

関係部局への 

情報提供 

地元代表への説明 

市町への基礎調査結果の通知 

指定の告示・縦覧 

基礎調査 指定事務 

警
戒
避
難
体
制
の
整
備 

基礎調査結果の公表 

学校 



【基礎調査実施計画（呉市）】 

基礎調査実施計画は，広島県のホー

ムページで見ることができます。 

広島県 基礎調査実施計画 

  

H30年度までに基礎調査を完了し， 

H31年度までに土砂災害警戒区域等の指定を完了する。 

– 小学校区単位での基礎調査・地元説明 

– 基礎調査結果の公表 

– 基礎調査の実施計画を作成し，公表 

 

 

土砂災害警戒区域等の指定の加速化（H27年度～） 



土砂災害危険度情報の色表示 

気象庁HP 広島県HP・NHKデータ放送 

気象庁HPの「予想で土砂災害警戒情報の基準に到達」を，広島県HPでは「１時間後」，

「２時間後」，「３時間後」の３段階に分けて表示しています。 

そのため，気象庁HPと広島県HPでは，一部の色の表示が異なっています。 



洪水ポータルひろしま 

浸水想定区域図（ハザードマップの元になる図）を確認可能 
⇒浸水範囲を確認し，どこまで避難するか， 

                どこを通って避難するかを考える！ 



気象注警報（大雨警報，強風警報など） 

雨量や水位の観測情報 
雨雲の動き，雨の予測 

洪水ポータルひろしま 



砂防出前講座の活用事例  呉市立坪内小学校・広島市立早稲田小学校   広島県 

  校区内を探検 
  地域のハザード    
  マップ作り  

 砂防出前講座 
 地域の方から過去の 
 災害の話しを聞く 

壁新聞づくり 
･学んだことを 
 まとめて伝える 

地区防災訓練 
学習発表会 
・学んだことを地域 
   の人に伝える 

砂防出前講座受講風景 

【土石流模型】 【地域の方から話しを聞く】 【講義】 

  学んだことを壁新聞にまとめて，防災訓練への参加をプレゼンテーション 

【地区防災訓練・学習発表会で，これまでに学んだことを発表】 

砂防出前講座 
･ハザードマップで   
  土砂災害の危険な  
  箇所を学ぶ 

校区の立体模型作
り 
・地図を立体化し
て 
 危険な箇所を学
ぶ 

校区内を探検 

地域のマップ作り  

砂防出前講座受講風景 

【講義】 【土石流模型】 【ハザードマップ作成】 

【 立体地図模型を区防災フェアで展示・他の学年に学んだことを伝える】 

区防災フェア 
･学んだことを地域  
 の人に伝える 
 他の学年へ伝える 

【危ない場所を分かりやすく伝えるためハザードマップに  
 工夫を加え，それを発泡スチロールで立体地図模型づくり】 

【壁新聞づくり⇒保護者・地域の方へプレゼン・ポスターづくり】 



砂防出前講座の活用事例  広島市立戸山中学校・坂町立坂中学校   広島県 

砂防出前講座 
・砂防ダムなどの  
 防災施設を見学 

  避難所宿泊訓練 
・学校が避難所に 
 なったことを想定 
 して，PTA主催で 
 宿泊訓練を実施 

【土石流模型】 

砂防出前講座 
 防災訓練 
･小学２年生，3年生  
 とともに避難所開設  
 訓練を実施 

  救命講座 
・消防署員から  
 応急処置を学ぶ 

学習発表 
･土砂災害に関する 
  絵画，作文による 
  振り返り学習 

総合的な学習の時間 
 防災学習「お互いの命を守りあう」 
 ○小学生（2年生，3年生）を招き，防災訓練 
   （避難所開設訓練）を実施 
 ○生徒が施設案内班，レク班，食料班，学習  
    班，読み聞かせ班，救急処置班に分かれ， 
    それぞれ準備してきた活動を実施 

平成２８年度・２９年度各１名が受賞 

【過去の災害を学ぶ 災害記録を活用し，地域の方から話しを聞く】 

【講義 土砂災害を知る】 【地域の砂防ダム見学】 【雨量計の役割を学ぶ】 

 「平成11年6月29日豪雨災害の記録」（地域の砂防情報アーカイブより） 

地域の方から話しを
聞き，地域の過去の
災害の歴史を学ぶ 

砂防出前講座受講風景 

【防災訓練 ～ 小学生へこれまでに学んだことを伝える～】 

【避難所宿泊訓練 防災カルタを作成】 【地域のハザードマップ作成・展示】 

【これまでに学んだことを振り返り作文を書く⇒コンテストに応募】 

【救命講座】 

【講義】 【土砂災害を映像で学ぶ（３Dシアター体験）】 

【ハザードマップ作成】 

  展示・発表 
・地域のハザード 
 マップを作成し， 
 学校や公民館で 
 展示，発表 

砂防出前講座受講風景 

【がけ崩れ模型】 



砂防えん堤のはたらき 
さぼう てい 



土砂災害 啓発・伝承プロジェクト（三本の柱）  広島県 

 ８．２０土砂災害の教訓を踏まえ，再び同じ災害を繰り返さないためには，土砂災害に関する防災意識の醸成を図る
とともに，災害の記憶を風化させず，被災の事実を後世に伝承していく必要があります。 
 「土砂災害 啓発・伝承プロジェクト」では，土砂災害への防災意識を県民へ広く啓発することに加えて，被災事実を 
地域に確実に伝承していく取組を積極的に実施することにより，地域防災力の向上を推進していきます。 

 

身近な土砂災害を知ろう
「啓発」

土砂災害について学ぼう
「防災教育」

土砂災害を未来に伝えよう
「伝承」

 子供たちが，学校の学習発表会等の機会を
通じて，親や地域の方へ，過去に身近で起きた
土砂災害について発表するなど，“新たな地域
の”語り部”を育成することにより，過去の災害
が確実に地域住民へ伝承されていく状態”の 
実現を目指します。 

③地域の「語り部」を育成 

 県教育委員会と密接な協力連携関係を築き，
“学校安全指導者への防災意識を高め，各学校
が独自に防災授業を実施できる体制づくり”を 
目指します。 

 「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」の
一環として，他部局等が実施する取組や各種イ
ベント等と一層の連携を図り，県民への防災意識
の醸成を促進することを通じて，“県民一人一人
が土砂災害から身を守る知識を身につけている
状態”の実現を目指します。 
  

〇土砂災害防止月間における集中的な情報発信 

○様々な機会を活用した啓発活動 

〇学校の防災教育と共同した体験授業の展開 
 （砂防出前講座） 
〇学校安全指導者に対する説明 

〇地域の砂防情報アーカイブの推進 

〇歴史的砂防施設の保存 

「ひろしまの土砂災害を知る・学ぶ・伝える」ポータルサイト 

②学校が独自に防災教育をできる体制づくり 

学習発表会で地域に伝承 ①土砂災害から身を守る知識を身につける 



 「地域の砂防情報アーカイブ」は，地域の皆様
から提供された過去の土砂災害に関する貴重な
写真等を記録・公開し，土砂災害の記録を次世
代に語り継ぎ，地域の防災意識の向上を図る 
ため，平成23年度より県ホームページ上で「地
域の砂防情報アーカイブ」を運用開始し，これま
でに１，４７５点の過去の災害写真や体験談等
の資料を公開している。 

「地域の砂防情報アーカイブ」   広島県 

■概要 

地域の砂防情報アーカイブ

県 民広島県（砂防課）

砂防情報の収集

審査済情報
の登録

学識経験者等に
よる情報の審査

登録情報の公開
災害伝承・防災教育
への活用

平成28年6月豪雨（堂々川6番砂留） 

［福山市神辺町］ 
平成26年8.20土砂災害 
［広島市安佐南区］ 

地域と連携した災害伝承パネル展 地域の方が     となり伝承 地域主催のイベント 
≪全国砂留シンポジウム≫ 

昭和20年枕崎台風（厳島神社） 
 ［廿日市市宮島・紅葉谷川］ 

災害情報の活用 

学生にフィールドワーク 
宮島紅葉谷川「庭園砂防」 

平成11年6.29豪雨記録誌 

「地域の砂防情報アーカイブ」イメージ 

“語り部” “語り部育成” 

災害情報の記録・公開の一例 



平成31年3月14日よりリニューアルします 土砂災害警戒区域を重ねて表示します 

クリックした箇所の情報を 
簡易的に表示します 

ポップアップで登録情報を表示します 

右下の写真一覧で表示画像を切り替え･ 
画像をクリックして拡大表示します 

地域の砂防情報アーカイブシステム リニューアルについて 

新 

土砂災害情報をタグで検索できます 

選択した市町から地図を表示できます 

メールやシステムから地域の砂防情報 
アーカイブに簡単にデータ投稿できます 

画像を切り替える事ができます 


