
地域みんなで考える防災
～恩田地区における防災～

令和3年12月4日 恩田小学校体育館にて

山口大学名誉教授
NPO法人 防災ネットワークうべ

理事長 三浦 房紀

令和3年年度 恩田地区「社会教育研修会」



今日のお話の内容

１．災害多発時代の到来

２．恩田地域の危険性を知る

３．避難体制づくりを

４．情報の入手方法

５．訓練と見直しを



東海地震 (M:8.0, 86%)
死者：9,200, 

全壊家屋: 260,000
経済被害額：37 兆円

東南海地震(M:8.1, 60%)

東京湾直下 (M:7.3, 70%)

死者：11,000, 全壊家屋:850,000

経済被害額：112 兆円

宮城県沖地震(M:7.5, 99%)
死者：290 全壊家屋.：21,000

経済被害額：1.3 兆円

東北地方太平洋沖地震と予測されている大地震

経済被害額：57兆円

M=9.0

中央防災会議（2003年）の資料に加筆

同時発生時

死者:18,000, 全壊家屋：360,000

東北地方太平洋沖地震と予測されていた地震

南海 地震(M:8.4, 50%)



迫り来る首都直下地震、南海トラフ巨大地震
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東日本大震災の時に話題に
上った、その前の巨大津波を
伴った地震

今でいえば
首都直下地震 今でいえば

南海トラフ巨大地震

首都直下地震も南海トラフ巨大地震も、そう遠くない将来必ず起こる！！



南海トラフ巨大地震とは

迫り来る首都直下地震、南海トラフ巨大地震



西日本の地震活動

活動期

1649-1718
(70年間)

1707年宝永地震

1789-1858
(70年間)

1854年安政東海
1854年安政南海

地震

1891-1948
(57年間)

1944年昭和東南海
1946年昭和南海
1948年福井地震
を最後に

1719-1788
(70年間)

1859-1890
(32年間)

1949-1994
(45年間)

静穏期

阪神・淡路大震災以降、
西日本は活動期に入っ
たと考えられる。

西日本は地震の活動期と静穏期が交互に繰り返し起こっている。
活動期の最後に、南海トラフで巨大な地震が起こって、静穏期を迎える。



1995年以降西日本で発生した主な地震(1)
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南海トラフ地震の震度分布（西日本）

南海トラフの巨大地震モデル検討会
http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/model/pdf/kanmatsu_shiryou.pdf



南海トラフ巨大地震による津波高

気象庁HP https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/nteq/assumption.htmlより

（「駿河湾～愛知県東部沖」と「三重県南部沖～徳島県沖」に「大すべり域＋超大すべり域」
を2箇所設定した場合）



津波の高さ：太平洋沿岸

黒潮町

34.4m



五台山から高知市を望む
上：昭和２１年南海地震直後
下：現在の市街地
（高知大学理学部 岡村教授HP）

昭和南海地震直後の高知市と現在の高知市



建物、人的被害想定

建物全壊 死者 要救助者

揺れ 62.7～134.6万戸 3.8～5.9万人 14.1～24.3万人

津波 13.2～16.9万戸 11.7～22.9万人 2.6～3.5万人

火災 4.7～75万戸 0.26～2.2万人 ー

計 80.6～226.5万戸 15.8～31.0万人 16.7～27.8万人

建物全壊 死者 要救助者

揺れ 17.5万戸 0.44～1.1万人 5.4～7.2万人

火災 3.8～41.2万戸 0.05～1.6万人 ー

その他 2.31万戸 0.01～0.056万人 ー

計 23.6～61万戸 0.5～2.3万人 5.4～7.2万人

★南海トラフ巨大地震

★首都直下地震

帰宅困難者：640～800万人 避難者：約720万人



地震 M 死者 重傷者

①南海トラフ巨大地震 9.0 614

（津波582）

1477

(建物1353

津波118)

②安芸灘・伊予灘 7.3 30 340

③大竹断層 7.2 1,250 4,540

④菊川断層 7.0 240 2,070

⑤大原湖断層（山口） 6.6 390 2,570

⑥大原湖断層（宇部） 7.0 890 6,400

山口県の地震被害想定結果



昭和時代の風水害による犠牲者

伊勢湾台風

周防灘台風

室戸台風

洞爺丸台風

カスリン台風



平成21年7月中国・九州北部豪雨による土砂災害

（写真は山口県国道262号線の被害の様子
山口県ホームページより）

県内で死者17名
山口県防府市：

1時間雨量72.5㎜
日雨量275㎜

観測史上最多の雨量

被災地は雨に弱い真砂土であった。

平成25年7月山口県北部の豪雨災害

（写真は山口県国道191号線の被害の様子
萩市ホームページより）

萩市須佐
1時間雨量： 138.5㎜
9時20分からの3時間雨量： 301.5㎜

（7月の平均月降雨量： 281.6㎜）

「これまでに経験したことのないような大雨」
特別警戒レベルに匹敵する、
数十年に一度の重大な災害の危険

最近の豪雨災害



広島土砂災害の画像よりhttp://www.bing.com/images/search?q

平成26年8月広島豪雨による斜面災害



平成29年九州北部豪雨災害

福岡県・大分県で死者40名
不明者2名

福岡県朝倉市
時間雨量 129.5㎜
累計雨量 586.0㎜

赤谷川が氾濫し流木と泥に埋もれた
（ウィキペディア「平成29年九州北部豪雨」より）

平成30年西日本豪雨災害

最近の豪雨災害

倉敷市真備町の浸水の様子

死者・不明者 224人、9人



令和元年台風15号

死者９名、負傷者160名
58.1 m/s（209.2 km/h）： 神津島（東京都、8日21時03分）
57.5 m/s（207.0 km/h）： 千葉（千葉県、9日4時28分）
52.0 m/s（187.2 km/h）： 新島（東京都、8日23時38分）
49.0 m/s（176.4 km/h）： 木更津（千葉県、9日2時48分）
48.8 m/s（175.7 km/h）： 館山（千葉県、9日29日2時31分）

停電が長期にわたる

台風通過後の八ッ場ダム

死者・不明者 105名、３名、負傷者 ３７５名
（宮城県：２０名、２名、４３名

福島県：３６名、０名、５７名
神奈川県：９名、０名、３８名
長野県:１５名、０名、４５名など）

非常に広い範囲にわたって被災

令和元年台風19号

最近の豪雨災害



令和２年集中豪雨

死者82名、不明者4人、負傷者29名
（熊本県：65名、2名、0名など）

最近の豪雨災害

熊本県を中心に九州や中部地方など
日本各地で発生した集中豪雨

1時間雨量
鹿児島県鹿屋市鹿屋：109.5mm

(1977年の統計開始以降最大）
鹿児島県日置市東市来：98.5mm

(統計開始以降最大）
熊本県天草市牛深：98.0mm

(統計開始以降最大)

熊本県を流れる球磨川水系は、八代市、
芦北町、球磨村、人吉市、相良村の計13
箇所で氾濫・決壊し、約1060ｈが浸水
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平成・令和時代の風水害による犠牲者

8月豪雨等

台風23号等

西日本豪雨災害等



気象庁HP、http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/heavyraintrend.html

アメダスで見た短時間強雨発生回数の変化

1時間降水量８０㎜以上の年間発生回数



今日のお話の内容

１．災害多発時代の到来

２．恩田地域の危険性を知る

３．避難体制づくりを

４．情報の入手方法

５．訓練と見直しを



宇部市のハザードマップ

洪水ハザードマップ（恩田地区被害なし）

高潮ハザードマップ

土砂災害ハザードマップ（恩田地区被害なし）

ゆれやすさマップ

ため池ハザードマップ

津波ハザードマップ



恩田地区の高潮ハザードマップ



台風９９１８号による山口宇部空港の浸水被害

宇部市より提供



宇部市高潮
ハザードマップ

平成11年台風18号の時の宇部港の潮位



高潮が起こる原因①：吸い上げ効果

宇部市高潮ハザードマップ



高潮が起こる原因②：吹き寄せ効果



山口県で高潮が起こる原因

宇部市高潮ハザードマップより



http://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/bousai/map/documents/takashio.pdf

山口県に大きな高潮被害をもたらした台風



地域の危険性を知る（高潮）



地域の危険性を知る（高潮）



宇部市のハザードマップ

洪水ハザードマップ（恩田地区なし）

高潮ハザードマップ

土砂災害ハザードマップ（恩田地区なし）

ゆれやすさマップ

ため池ハザードマップ

津波ハザードマップ



ゆれやすさマップ



ゆれやすさマップ



ゆれやすさマップ



広島県の想定断層（1）
明らかになっている断層



広島県の想定断層（２）
明らかになっていない断層



南海トラフ地震の震度分布（山口県）

山口県地震・津波被害想定調査報告書 （平成26年3月）



平成芸予地震明治芸予地震

山口県東部で繰り返される地震安芸灘・伊予灘で繰り返される地震安芸灘・伊予灘で繰り返される地震



安芸灘・伊予灘の地震と解放エネルギー
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M7クラスの
地震エネルギーが
たまっている？



安芸灘・伊予灘での地震

安芸灘・伊予灘での地震の震度分布



震度階の説明



宇部市のハザードマップ

洪水ハザードマップ（恩田地区なし）

高潮ハザードマップ

土砂災害ハザードマップ（恩田地区なし）

ゆれやすさマップ

ため池ハザードマップ

津波ハザードマップ



ため池ハザードマップ



ため池ハザードマップ



ため池ハザードマップ



ため池ハザードマップ



ため池ハザードマップ



ため池ハザードマップ



ため池ハザードマップ



ため池ハザードマップ



宇部市のハザードマップ

洪水ハザードマップ（恩田地区なし）

高潮ハザードマップ

土砂災害ハザードマップ（恩田地区なし）

ゆれやすさマップ

ため池ハザードマップ

津波ハザードマップ



津波ハザードマップ



瀬戸内側の最高津波水位(T.P.m)（山口県）

山口県地震・津波被害想定調査報告書 平成26年3月 山口県

満潮時の水位

天文潮位（満潮か干潮か）が重要



宇部港の津波の時刻歴

宇部港

約6時間半後に最高水位

約4時間後にもほぼ最高水位

丸尾港



今日のお話の内容

１．災害多発時代の到来

２．恩田地域の危険性を知る

３．避難体制づくりを

４．情報の入手方法

５．訓練と見直しを



背景と目的



背景と目的

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/1/0/f/10f11ab21fb3f872b1da2fd73bc18642.pdf

山口県のホームページ：率先避難・呼びかけ避難の推進
「率先避難・呼びかけ避難の体制づくりの進め方」



背景と目的

★東日本大震災： 釜石の奇跡、「津波てんでんこ」



地域の危険性を知る

注意：東日本大震災の津波はハザードマップの範囲をはるかに
超えて浸水が起こった！！！

ハザードマップの作成にはいくつかの前提条件がある。

宇部市のホームページ：宇部市ハザードマップ



率先避難体制づくり



率先避難体制づくり



率先避難体制づくり



率先避難体制づくり



今日のお話の内容

１．災害多発時代の到来

２．恩田地域の危険性を知る

３．避難体制づくりを

４．情報の入手方法

５．訓練と見直しを



情報の入手方法

訓練にも使う



情報の入手方法

高齢者等避難

避難指示

緊急安全確保



情報の入手方法

聞き取れなくても、
これがあったり来
たら、危ないと思う。

アプリ
NHKニュース

防災



http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/otherpress/pdf/20160620.pdf

情報の入手方法



2
5
0
m

https://www.jma.go.jp/jp/highresorad/

気象庁 高解像度降水ナウキャスト

250mメッシュで
30分先まで予測

情報の入手方法



情報の入手方法



http://y-bousai.pref.yamaguchi.lg.jp/kco_top.aspx

情報の入手方法



宇部市高潮
ハザードマップ

平成11年台風18号の時の宇部港の潮位

情報の入手方法



今日のお話の内容

1．背景と目的

２．地域の危険性を知る

３．率先避難体制づくり

４．情報の入手方法

５．訓練と見直しを



訓練と見直しを



訓練と見直しを



マイタイムラインの例



DMA (Disaster Management Associates) のホームページ
https://dma-fmiura.com

・「ハザードマップを読む」 （宇部日報に連載：2020.5.14～2020.10.1
20回で終了）

・「防災徒然日記」 （宇部日報に連載中：毎週月曜日）
・「被災地を行く」 （FMきららマガジンに連載中:年4回）
・「防災マップ深読み」 （防府日報に連載：2021.2.9～2021.6.8 

16回で終了）
・「防災・減災のススメ」 （防府日報に連載中：毎週火曜日）
・「危機管理のススメ」 （山口ティー・エル・オー会員企業にメール発信：

毎月1日）

・FMきらら：「ようこそBOUSAIカフェ」
毎週土曜日13:00～13:30

「三浦房紀のDoする防災？」
第2、4、5木曜日、19時～19時55分

・ｙoutube: 「自由研究社」の「三浦房紀の防災教室」
南海トラフ巨大地震、首都直下地震、自然災害、災害対策等に
ついて詳しく説明：週一回 HPへは一部アップ

ご参考までに


