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資料

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
宮城県の＿＿と申します。本日は、「土砂災害から身を守るために」と題しまして，３点についてお話させていただきます。よろしくお願いいたします。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まずは、「土砂災害とは？」と題しまして，土砂災害の種類や宮城県内の土砂災害発生状況，前兆現象についてご説明いたします。



宮城県

山から崩れた土や石が、
水と一緒になって強い勢
いで流れ下ってくる。

がけ崩れ
（急傾斜地の崩壊）

急な斜面が一気に崩れる。
やや傾斜のゆるい斜面が、
広い範囲にわたってかた
まりのまま動く。

●主に下記の３種類に分けられます
●ひとたび発生すれば一瞬で人命や財産を奪います（激甚的）
●発生を予測することが困難です（突発的）

土石流 地すべり

土砂災害とは・・・？
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇土砂災害には，主に「土石流」，「がけ崩れ」，「地すべり」　の３つの種類に分類されます。（石巻市では地すべりはなし）〇「ひとたび発生すれば・・・」　人命に被害を及ぼしかねない恐ろしい災害であり，他の災害に比べて，発生の予測が困難な傾向があります。〇たとえば，河川の氾濫などは川の水位が上昇するなどで危険性が高まっていることがわかります。〇この点，土砂災害は前兆現象がわかりにくく，突発的の現象だと言えます。
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宮城県の土砂災害発生状況
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表．直近の宮城県の土砂災害発生件数

東北地方太平洋沖地震により発生したがけ崩れ
（石巻市鹿妻 地内）

令和元年台風１９号により発生した土石流
（伊具郡丸森町耕野 地内）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・こちらは，宮城県内で発生した土砂災害の様子と発生件数を示しています。・宮城県では，平成２３年の東北太平洋沖地震や平成２７年の関東・東北豪雨、令和元年の台風１９号などで多くの土砂災害が発生しております。・特に顕著なのは令和元年台風１９号によるもので，この年は県内で２５４件の土砂災害が発生し，このうち被害が大きかった丸森町では土砂災害での犠牲が全体の半数を占めました。・今年は７月１５日から１６日にかけての豪雨で，松島町等で３０件を超える土砂災害が発生しました。
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こうした現象は土砂災害の前兆現象です！
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○ 土石流

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらに示しているのが土砂災害の前兆現象です。雨の降る日が多い時期には，こういった現象に対して意識を持って準備をすることが重要です。土石流の前兆現象は・雨が降り続いているのに渓流の水が急に減る（上流で崩壊が起こり、一時的に渓流をせき止めた）・沢の水が急に濁ったり、渓流の流れに流木が混ざる。（崩壊した土砂が渓流内に流入したため）・地鳴りや山鳴り（岩がぶつかったり、木が折れたり、斜面が崩れたときの音）がする。（上流で崩壊や土石流が発生したため）・焦げ臭いにおいがしたり、渓流の中で火花が散る（渓流内で石同士や木が衝突）
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こうした現象は土砂災害の前兆現象です！
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○ がけ崩れ（急傾斜地の崩壊）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
がけ崩れの前兆現象は・山の斜面から小礫がパラパラと落ちてくる・山の斜面に亀裂が発生する・いつも見られた斜面からの湧水が濁ったり、急に止まる・樹木が折れたり倒れたりし、山鳴りやバキバキと木が裂けるような音がする
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こうした現象は土砂災害の前兆現象です！
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○ 地すべり

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
地すべりの前兆現象は・斜面に段差が出たり、亀裂が生じる・凹地ができたり、湿地が生じる・戸やふすまなどの建具がゆるみ、開け閉めが悪くなる・舗装道路やたたき（三和土）などにヒビが入る・斜面からの湧水が濁ったり、湧き方が急に変化する・石積がはらんだり、擁壁にヒビが入る
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このような土砂災害から人命を守ることを目的として，宮城県では二つの側面から土砂災害対策に取り組んでいます。
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総合的な土砂災害対策

ハード対策

想定される土砂災害に対して
砂防えん堤や法枠工などの土砂
災害防止工事を実施することで
安全を図る。

土砂災害警戒区域等の指定や
ハザードマップ作成を通して、
土砂災害に対する警戒避難体
制を整える。

ソフト対策

長期的計画・
莫大なコスト

早期的効果・
妥当なコスト

防災部門土木・建設部門

宮城県の土砂災害対策における２本柱
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　宮城県では，土砂災害に対して，ハードとソフトの両面から土砂災害対策を進めています。　ハード対策というのは，土石流をくいとめる砂防えん堤やがけ崩れを抑える法枠など，いわゆる対策工事を実施することを言います。　しかしながら，ハード対策には，莫大な費用と整備に時間がかかるため，土砂災害の恐れのある箇所に対する整備が追いついていない状況です。　これに対して，ソフト対策は，「避難」を主軸に，土砂災害のおそれのある箇所を周知したり，ハザードマップを作成するなど，土砂災害に対する警戒避難体制を整えるというものです。　ハード対策に比べて早期に効果を発揮できることや，財政的にも取り組みやすいことから，ソフト対策が推進されています。
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宮城県のハード対策
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○砂防事業（土石流対策）

鰒取沢砂防堰堤（石巻市北上町長尾 地内）

○急傾斜地崩壊対策事業（がけ崩れ対策）

館急傾斜地崩壊防止施設（石巻市須江 地内）

○ 地すべり対策事業

越河平地すべり防止施設（白石市越河平 地内）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　宮城県では，土石流対策としてえん堤や流路を整備する砂防事業、がけ崩れ対策として擁壁やのり枠を整備する急傾斜地崩壊対策事業，地すべりの要因となる地下水を低減あるいは除去する抑制工や、地すべりにより動いた土砂を抑える擁壁やコンクリート枠を整備する地すべり対策事業という３つのハード対策を行っています。石巻市内でも過去の降雨で崩れた渓流やがけ地に対して対策工事を実施している箇所があります。しかし，県内で土砂災害の恐れがある箇所が約８４００カ所あるのに対し，ハード対策により土砂災害対策を行っている箇所は約２０００箇所弱にとどまっており，費用面や時間の面ですべての箇所に対してハード事業を実施するのはなかなか難しい状況です。
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宮城県のソフト対策

 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定（県）

警戒避難体制の整備（市町村）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　そこで，土砂災害の恐れが高まったときにはまず避難により人命を守ることを目的として，県と市町村のそれぞれの立場からソフト面での土砂災害防止対策を行っております。　県では、土砂災害の危険の周知や、新たに土砂災害の危険性の高い区域に立地することの未然防止を目的として、土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定を進めています。　また、市町村では、ハザードマップの作成・配布や防災訓練等の実施など、警戒避難体制を整備することにより、円滑な避難行動をとるために必要な情報を住民に周知しています。
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 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域指定の流れ

• 土砂災害の恐れのある沢や
崖の現地調査（基礎調査）

• 基礎調査結果の公表

• 基礎調査結果住民説明会

• 市町村長意見照会

• 県公報告示

• 警戒避難体制の整備（市町村）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　まず，県の役割とされている土砂災害警戒区域等の指定について説明させていただきます。　土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定の流れは，スライドの通りとなります。　まず、土砂災害の恐れのある沢やがけ地などについて、区域の範囲を設定するための地形調査を行います。この調査結果を速やかに市町村へ公表し、区域内のお住まいの方や土地所有者を対象に説明会を開催します。　その後、市町村長宛て指定に関する意見照会を実施し、意見を受領したのち県公報での告示をもって区域指定となります。　区域指定後に、市町村によりハザードマップの作成や防災訓練の実施などの警戒避難体制の整備が行われます。



土砂災害警戒区域等に指定されると
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特定の開発行為に対する許可制

建築物の構造規制

建築物の移転勧告
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　それでは、土砂災害警戒区域等に指定されると、どうなるのかと言いますと、警戒避難体制の整備であったり、特定の開発行為に対して許可制であったりと規制等がありますので、次のスライドから少し詳しく説明します。
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土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域 （イエローゾーン）

土砂災害による被害を防止・軽減するため、危険の周知、

警戒避難体制の整備を行う区域

 警戒避難体制の整備、ハザードマップの配布【市町村】

 老人ホーム、障がい者施設、学校、医療施設、保育所等における

避難確保計画の作成等【施設管理者等】

土砂災害警戒区域 （イエローゾーン）

ハザードマップの作成（南三陸町） 防災訓練の実施（利府町） 要配慮者利用施設の
避難確保計画作成（村田町）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　土砂災害警戒区域（イエローゾーン）は土砂災害による被害を防止・軽減するため、危険の周知、警戒避難体制の整備を行う区域　としています。　この区域では、住民の方々に土砂災害の危険性を周知し、いざという時に適切な避難行動をとることができるよう、市町村において警戒避難体制の整備やハザードマップの配布を行うこととされています。　また、老人ホーム、障害者施設、病院、学校や保育所など、避難に時間がかかったり避難誘導が必要となる方々が利用する施設の管理者は、避難確保計画の作成や避難訓練の実施が義務付けられます。
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土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域
土砂災害特別警戒区域 （レッドゾーン）

土砂災害特別警戒区域 （レッドゾーン）

土砂災害特別警戒区域 （レッドゾーン）

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ずる

おそれがあると認められることから、建築物の構造や一定の開発

行為に対し制限が設けられている土地の区域

 特定の開発行為（分譲用宅地の開発、老人ホーム・医療施設・学校等の設置にかかる

開発）に対する制限【県】

 建築物の構造規制（新築・増築・改築時に土砂災害防止の基準を満たす構造にしなく

 てはならない）【県または市町村】

土砂災害特別警戒区域 （レッドゾーン）

特定の開発行為に対する許可制 建築物の構造規制

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）とは、土砂災害の発生により建築物に損壊するほどの危害が生じる土地の区域であり、一定の開発を行ったり、建築を行う場合には基準に適合した土砂災害防止対策を行うことが求められます。　また、土砂災害特別警戒区域内で居室を有する建築物を新築，増築または改築する場合には，建築物の構造が土砂災害防止のための基準を満たすものとなっているかの建築確認を受ける必要があります。
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土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定

・土砂災害の恐れがあるということを周知するために指定します。

・指定された区域は県防災砂防課のHPまたは東部土木事務所・石巻市
役所危機対策課でご覧いただけます。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sabomizusi/kasyo-ishinomaki.html 

箇所名をクリック！

石巻市では現在，
1154箇所の土砂災
害警戒区域等が指
定されています。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　石巻市では現在１１５４箇所の土砂災害警戒区域等が指定されています。　これは土砂災害のおそれのある箇所を住民の皆様に知っていただくことを目的としたものであり，この区域の指定が行われたからといって県が何か対策工事を行うものではありません。　これらの区域は県の防災砂防課のHPや東部土木事務所、石巻市役所で見ることができます。



宮城県

●大瓜入生活センターの周りにも土砂災害警戒区域・特別警戒区域があります！
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大瓜入生活センター

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　こちらは，今，私たちがいる「大瓜地区」の警戒区域図になります。赤色の範囲ががけ崩れのおそれのある箇所であり，水色と緑色の範囲が，土石流のおそれのある範囲となっています。すぐ近くにも土砂災害警戒区域等があることがおわかりいただけるかと思います。
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区域指定例（急傾斜地の崩壊）１／２

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　こちらは実際にこの地区でがけ崩れの恐れがあるとして指定されたものです。先ほど照会した県のHP等で確認していただくとこのような図書が載っております。これはその1ページ目です。
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赤色で囲まれた部分が
土砂災害特別警戒区域
です。

黄色で囲まれた部分が
土砂災害警戒区域です。

区域指定例（急傾斜地の崩壊）２／２

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そして二枚目を開くと，土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域の範囲を示す図面が載っています。・黄色で囲まれた部分が土砂災害警戒区域になります。・がけ崩れがもし発生した際には，この黄色の範囲まで崩れた土砂が到達する恐れがあります。・そしてその黄色の範囲の内側にある赤色で囲まれた範囲が土砂災害特別警戒区域となります。・がけ崩れが発生した際には，この赤色の範囲内には，建物が壊れるほどの力が加わることが想定されます。
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区域指定例（土石流）１／２
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に土石流の区域指定例です。　これはこの会場より少し北西にある瀬戸沢という沢になります。
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区域指定例（土石流）２／２
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黄色で囲まれた部分が
土砂災害警戒区域です。

赤色で囲まれた部分が
土砂災害特別警戒区域
です。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　先ほどのがけ崩れのものと同じように，黄色で囲まれた範囲が土砂災害警戒区域，少し範囲は小さいですが赤色で囲まれた範囲が土砂災害特別警戒区域になります。　もし土石流が発生した場合には，水と土砂が黄色の範囲まで到達することが考えられます。そして赤色の範囲には家が壊れるほどの力がかかることが想定されます。
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警戒避難体制の整備（市町村）

 ハザードマップの作成

防災訓練の実施

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　市町村のソフト対策についても簡単にご説明いたします。　土砂災害警戒区域等に指定された区域について、市町村は住民が円滑な避難を行えるよう必要な情報を周知するため、ハザードマップの作成や防災訓練を実施することとなっています。
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ハザードマップの作成（市町村）
土砂災害ハザードマップには、以下の項目を記載することが必要（土砂災害防
止法施行規則第5条）
⇒土砂災害警戒区域等、土砂災害の発生原因となる自然現象を表示した図面に、
・情報の伝達方法 ・避難施設その他の避難場所 ・避難路その他の避難経路
・その他円滑な警戒避難を確保する上で必要な項目

出典：気仙沼市土砂災害ハザードマップ（気仙沼地区）
（http://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s009/010/010/010/070/1205812284635.html）

出典：美里町土砂災害ハザードマップ（土砂災害警戒区域）
（http://www.town.misato.miyagi.jp/17bousai/index.html）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　周知方法としてのハザードマップについてですが、法令で記載すべき項目が定められています。ハザードマップには土砂災害警戒区域等の位置、土砂災害の発生原因となる自然現象を表示した図面に、情報の伝達方法，避難施設その他の避難場所，避難路その他の避難経路，その他円滑な警戒避難を確保する上で必要な項目を記載することが必要とされています。参考で，美里町さんと気仙沼市さんのハザードマップをつけさせていただきました。
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防災訓練の実施（市町村）
市町村長が行う土砂災害に係る避難訓練には、年1回以上実施することや，関係
機関と連携して実践的な訓練を実施すること等が求められている（土砂災害対策
基本指針／平成29年国土交通省告示第752号）
※毎年6月の「土砂災害防止月間」を中心に，土砂災害警戒区域等に居住する住
民を対象に避難訓練を実施するよう国から都道府県へ要請。

地域住民と連携した避難訓練
（東松島市；R4）

小学校と連携した避難訓練
（利府町；Ｒ4）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　次に，土砂災害を想定した避難訓練の実施についてです。　訓練の実施についても，警戒避難体制の整備の中で，年1回以上の実施が求められています。　特に老人ホームや保育所、学校、病院など、防災上の配慮を特に要する施設では、避難に時間がかかることなどから、避難計画の作成が義務化されており、作成した避難計画に沿って避難訓練を行うこととなっております。
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3．土砂災害から身を守るために

1．土砂災害とは？
2．宮城県の土砂災害対策
3．土砂災害から身を守るために
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○ではここからは，土砂災害から身を守るために皆様に日頃から気をつけていただきたい点についてご説明します。
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土砂災害から身を守るために

宮城県砂防総合情報システム

●お住まいの地域にある土砂災害警戒区域等
を確認しましょう

宮城県：土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まずは近くにある土砂災害のおそれのある箇所である土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域を確認しましょう。こちらは，後ほど説明しますが，宮城県砂防総合情報システムやHPに乗っている図書などで確認することができます。また，調べ方が分からない場合には，遠慮せず防災砂防課や土木事務所の方に問い合わせていただければと思います。
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●ハザードマップを活用し，避難所や避難経路等

を確認しましょう

高木東公民館

石巻まちづくりマップ

高木西会館は土砂災害の恐れが
あるときは避難所開設されません。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そして，危険な場所を知るのと合わせて，土砂災害のおそれが高まった際に避難する場所を予め確認しておきましょう。危険な場所と安全な場所をセットで知っておくことで，いざという際に迷い無く避難することが可能になると思います。このスライドでは，市のハザードマップを乗せております。　土砂災害警戒区域と合わせて，避難所の位置を確認することができますので，大雨の際に，どの経路を通れば安全に避難所までたどりつくことができるか，日頃から検討しておくと良いかもしれません。この会場の周辺には複数の指定避難所がありますが，土砂災害の恐れがあるときには開設されない避難所もありますので，事前に石巻市HPで確認しておきましょう。
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●ハザードマップを活用し，避難所や避難経路等

を確認しましょう
石巻まちづくりマップ

石巻市複合文化施設

石巻商業高校

総合運動公園

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そして，危険な場所を知るのと合わせて，土砂災害のおそれが高まった際に避難する場所を予め確認しておきましょう。危険な場所と安全な場所をセットで知っておくことで，いざという際に迷い無く避難することが可能になると思います。このスライドでは，市のハザードマップを乗せております。　土砂災害警戒区域と合わせて，避難所の位置を確認することができますので，大雨の際に，どの経路を通れば安全に避難所までたどりつくことができるか，日頃から検討しておくと良いかもしれません。



宮城県

２9

【入手したい情報】

• 注意報・警報等の気象情報

• 土砂災害警戒情報

• 高齢者等避難，避難指示，緊急安全確保

●大雨の際の情報に注意しましょう

【入手方法】

 テレビ・ラジオ

 インターネット

 市町村からの防災行政無線

 自動配信メール（登録制）

令和３年５月から避難情報が
変更されました！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　そして危険な場所と安全な避難場所を確認したら，避難のきっかけとなる情報に留意するようにしてください。　入手したい情報としては，・大雨注意報・大雨警報などの気象情報・そして，避難指示等の避難に関する情報などが挙げられます。　これらの情報を有事に際に確認することができるよう，入手方法を日頃から確認しておきましょう。
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土砂災害警戒情報とは

• 仙台管区気象台と宮城県が共同で発表

• 土砂災害の危険性が高まっている場合に発表

• 土砂災害警戒情報発表後は、気象情報に注
意する。また、市町村からの避難指示等の発
表に留意する。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
気象情報の中でも、大雨が降った際に特に気をつけていただきたい情報として土砂災害警戒情報というものがあります。こちらは、仙台管区気象台と宮城県が共同で発表している情報で、土砂災害の危険性が高まっている場合に発表されます。
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過去の土砂災害発生・非発生時の雨量データをもとに地域ごとに土
砂災害警戒情報発表基準が設定されており，約2時間後に発表
基準を超えると予想された段階で土砂災害警戒情報を発表
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土砂災害警戒情報の発表のタイミングと発表基準

土砂災害発生の危険度が非
常に高まったときに，
対象となる市町村を特定して
仙台管区気象台と宮城県が
共同で発表

5km四方メッシュ毎に
土砂災害危険度判定図を作成

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　こちらは，土砂災害警戒情報の発表基準やタイミングを示したものです。　タイミングとしては，雨が降り大雨注意報や大雨警報等が発表され，「土砂災害の危険性が高まったとき」に，土砂災害警戒情報が，「対象となる市町村を特定」して発表されます。　発表に際しては，過去の災害等の履歴をもとに，地区ごとに発表基準が設定されており，「2時間後にこの基準を超えると予想された段階」にて，「土砂災害警戒情報が発表」されます。　この2時間の意味は，住民の方への情報伝達に1時間，避難行動に1時間を想定した設定となっております。　ですので，土砂災害警戒情報が発表されたら，危険な場所にいる方は速やかに避難するようにしてください。
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変更ポイント①
避難勧告と
避難指示
（緊急）が
避難指示に
一本化

令和３年５月から避難情報が変更されました！

変更ポイント②
各警戒レベルに
対応した

市町村からの
避難情報が変
更になりました

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
気象情報と合わせて、大雨の際には、市町村が発表する避難情報にも留意していただきたいです。市町村が発表する避難情報は本年5月の災害対策基本法改正に伴いスライドのとおり変更されました。　これまで市町村では、大雨により災害の恐れがある状態のときには、避難の準備を行うよう、あるいは高齢者など避難に時間がかかる方々は避難行動を開始するよう、また災害の恐れが高まった場合には状況に応じ避難勧告や避難指示を呼びかけていましたが、近年の豪雨災害では逃げ遅れによる避難が多く発生していることから、より早い段階で避難を呼びかけることとなりました。　さらに、これまでは災害の恐れが高まった場合には、段階的に避難勧告、避難指示を呼びかけていましたが、避難勧告が廃止され、避難指示に一本化されました。市町村が発表する避難情報に対応する気象情報等については、次のスライドでより分かりやすくご説明します。　
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気象状況 気象庁等の情報 住民が取るべき行動
警戒

レベル

大雨の
数日～
約1日前

大雨の
半日～

数時間前

大雨の
数時間
～2時間
程度前

数十年に
一度の
大雨

早期注意情報
（警報級の可能性）

大雨注意報

大雨警報に切り替える
可能性が高い

大雨注意報

大雨警報

土砂災害
警戒情報

大雨特別警報

キキクル
（危険度分布）

注意
（注意報級）

警戒
（警報級）

非常に
危険

極めて
危険

災害への心構えを高める

自らの避難行動を確認

ハザードマップ等により、自宅の災害リスク
を確認するとともに、避難情報の把握手段を
再確認する 等

危険な場所から高齢者等は避難
高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動
を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、
自主的に避難する

危険な場所から全員避難
・過去の重大な災害の発生時に匹敵する状況。

この状況までに避難を完了しておく。
・台風などにより暴風が予想される場合は、

暴風が吹き始める前に避難を完了しておく。

命の危険 直ちに安全確保！
・既に安全な避難が確保できず、命が危険な状況。
今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動する。

警戒レベル４までに必ず全員避難！
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高齢者等
避難

避難
指示

緊急安全
確保

市町村の
避難情報

Ｒ３.５から避難指示に一本化！

防災情報と避難情報に対応した住民の取るべき行動

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
気象庁などが発表する防災気象情報と市町村が発表する避難情報は「警戒レベル」という５段階の指標に当てはめて整理されています。それぞれの警戒レベルに応じた気象情報や避難情報が発表された場合に、住民の皆さまに取っていただきたい行動をまとめましたので、参考にしていただければと思います。　警戒レベル１と２は，気象予報で大雨予想となっているときや，大雨注意報などが出ているときに気象台から発表されます。　住民の皆さまは，気象情報を確認いただいたり，避難経路や避難場所を確認するなど，避難への心構えをしていただくこととなります。　　次に，警戒レベル３は，市町村から高齢者等避難の情報が発表されるタイミングで出されます。気象情報としては，大雨警報や，気象庁の出している土砂災害危険度が「警戒」判定となった時が，この警戒レベル３に相当します。　警戒レベル３では，ご高齢の方など，避難するのに時間がかかる方が避難を開始するタイミングとなります。　高齢の方でなくとも、避難に時間がかかることが想定される場合や、今後の気象予報で台風による暴風が予想される場合などには、早い段　　階での自主避難を行って下さい。次に，警戒レベル４は，市町村から避難指示が発表されるタイミングで出されます。　気象情報としては、土砂災害警戒情報が発表されたときや、土砂災害危険度が「極めて危険」あるいは「非常に危険」判定となった時が、警戒レベル４に相当しています。　避難指示が発表された場合には、対象となった地域の方全員が避難を開始することとなります。　市町村からの「避難指示」は、上記の気象情報が発表された場合にただちに避難情報を発表するという事ではなく、今後の予想降雨量等を考慮した上で発表判断を行っている場合もあることから、災害への不安がある方は、市町村の避難情報発表を待たずに、早い段階での自主避難を行って下さい。　警戒レベル５では、市町村からは緊急安全確保が発表されるタイミングとなっており、既に災害が発生しているあるいは災害の恐れが逼迫している状況です。住民の皆さまには、警戒レベル４の段階までに避難を完了していただくことが基本となりますが、万が一避難が完了できない場合は、今いる場所よりもより安全な場所へ直ちに移動して下さい。
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土砂災害の危険度分布への警戒レベル

黒の地域は「災害切迫【警戒レベル5
相当】」の状態！
命が危険な状況。今いる場所よりも
安全な場所へ直ちに移動等する。

気象庁ホームページで
土砂災害の危険度と警戒レベル
（相当情報）が確認できます。

気象庁が提供している土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）では、大雨に
よる土砂災害発生の危険度の高まりを、地図上で１km四方の領域（メッシュ）ごとに５段階
に色分けして示す情報です。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に，先ほどの警戒レベルに相当する情報を，地図上で確認する手段についてご紹介します。気象庁のホームページの「土砂キキクル大雨警報（土砂災害）の危険度分布」のページでは，地図上で土砂災害の危険度が色分けされています。右下の判例を見ていただくと，色分けごとに「注意」「災害切迫」といったコメントとともに，「警戒レベル○相当」という記載がされています。　たとえば，地図上の黒い地域では，土砂災害の危険度が「災害切迫」な状態であり，命が危険な状況【警戒レベル5相当】の状態と言うことになります。市町村からの情報に加え，こうした情報も踏まえた上で，避難指示が出ていなくても状況に応じ自主的に避難を行うことも必要です。
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宮城県砂防総合情報システム MIDSKI（ミヅキ）では、土砂災害に関する各種

情報をご覧いただけます。土砂災害の恐れのある場所の確認や、大雨時の情
報収集などにご活用ください。

• 雨や土砂災害の危険度に関する土砂災害警戒情報

• 土砂災害警戒区域等確認マップの公開

• 土砂災害警戒情報等配信メール登録

宮城県砂防総合情報システムをご活用ください！

宮城県砂防総合情報システム

スマートフォンパソコン

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そして，土砂災害警戒情報や大雨注意報や大雨警報，土砂災害警戒判定メッシュ情報を入手する方法として是非活用していただきたい物があります。それは，宮城県砂防総合情報システム　ミヅキです。こちらは，県の防災砂防課で運営しているシステムで有り，様々な機能があります。



各種情報が確認できます。
・気象警報・注意報
・土砂災害警戒情報
・現況雨量
・予測雨量
・土砂災害警戒判定

メッシュ情報

①土砂災害警戒情報

宮城県内の土砂災害危険箇
所や土砂災害警戒区域等を
GIS上でご覧いただけます。
お住まいの地域に土砂災害の
恐れがある箇所がないか確認
しましょう。

②土砂災害警戒区域等
確認マップ

touroku@doshasaigai.pref.miyagi.jp

下記アドレスもしくはQR
コードに空メールを送信し登
録すると、気象に関する情報
や土砂災害警戒情報が届きま
す。

③土砂災害警戒メール配信

宮城県砂防総合情報システムをご活用ください！
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こちらがその機能を示した物になります。まず①土砂災害警戒情報システムです。ここでは，地図上で，気象情報や，雨量を，先ほどのメッシュ情報を確認することができます。二つ目は②土砂災害警戒区域等確認マップです。ここではGIS地図上で，土砂災害警戒区域や土砂災害危険箇所を，メッシュ情報と合わせて確認することができます。三つ目は③土砂災害警戒メール配信システムです。ここでは，メールアドレスを登録することで，設定した市町村に注意報や警報が発表された際に，自動でメールで知らせてくれる機能になります。（四つ目は④蔵王山ライブカメラになります。こちらは，蔵王山の情報をリアルタイムで配信しております。）
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①水平避難
土砂災害警戒区域が指定されている
場所から避難所や近隣の高台などに
避難する（原則）

②垂直避難
高い位置に避難が可能な場合あるいは
避難前に浸水が生じてしまったケース
を想定して、 施設の屋上や上層階へ避
難する （津波・洪水・高潮時のみ）

※土砂災害は建物の損壊の恐れがあるため水平避難が基本。外出が危険な
場合は無理に水平避難を行わず、建物内で山やがけ地からできるだけ離れ
ている場所に移動し、安全確保を図る。

●避難方法を確認しておきましょう！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
災害時の避難方法は2種類あります。水害・土砂災害などの災害の恐れがあるときには建物から離れ、避難所や近隣の高台などに避難する水平避難が原則です。避難前に浸水が生じてしまった場合や、浸水想定区域に立地しているものの、想定される浸水の深さよりも高い位置に避難が可能な構造となっている施設については，施設の屋上や上層階に避難する垂直避難という方法があります。土砂災害の場合は建物の損壊の恐れがあることから水平避難を基本とし、外出が危険な場合には、最低限のリスク回避として、施設内での屋内安全確保となる場合もあります。
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• 特にお年寄りや小さな子供、障害のある方の避難
には時間がかかる場合があります。

• 避難指示がなくても、危険を感じたら自主避難を！

• 日頃から避難場所の把握、備蓄、避難訓練を！

• 避難行動は周囲の人と声をかけあって！

土砂災害から身を守るために
●早めの避難行動を！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　そして，危険な場所と安全な場所を予め知っておき，各種情報の入手方法を確認しておくことで，素早い避難行動が可能となります。　先ほどの説明にもありましたが，土砂災害は屋内での犠牲者が多いのが特徴で有り，早めの避難行動が重要です。　説明であったような土砂災害の前兆現象が見られた際には，避難勧告等が出ていなくても，周囲の人と声を掛け合って自主避難することも有効です。
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ご静聴ありがとうございました。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
以上をもちまして説明を終了させていただきます。本日の出前講座への出席も含めまして,今後とも土砂災害を含めた高い防災意識の継続をお願いいたします。ご静聴ありがとうございました。
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