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水害・地震の被害と対応

宮本英治

三郷市早稲田第六団地管理組合・自主防災会

１．水害編
２．地震編



１．水害編

（１）地域の標高
（２）河川の水位
（３）浸水の危険性
（４）避難場所
（５）水害時の対応と支援
（６）自主防災組織の役割



地域の標高



標高を知る



地域の標高
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三郷市ハザードマップには？



江戸川の水位

江戸川にある野田水位観測所のデータ

水位標の０．０ｍは標高２．７ｍです。
氾濫危険水位８．５ｍは標高１１．２ｍです
避難判断水位８．２ｍは標高１０．９ｍです。



危険の察知

中川の水位観測（平沼（吉川橋下流））
氾濫危険水位 ４．０ｍ（標高２．９ｍ）
避難判断水位 ３．６ｍ（標高２．５ｍ）
氾濫注意水位 ３．６ｍ（標高２．５ｍ）

江戸川の水位観測（野田（野田橋下流））
氾濫危険水位 ８．５ｍ（標高１１．２ｍ）
避難判断水位 ８．２ｍ（標高１０．９ｍ）
氾濫注意水位 ６．３ｍ（標高 ９．０ｍ）
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カスリーン台風（昭和２２年９月）の被害



12

鬼怒川の決壊



鬼怒川の決壊と利根川水系

（吉川市）

鬼怒川

小貝川

利根川

線状降水帯➡増水➡越流➡決壊

江戸川



利根川水系の対策の例

（上流には渡良瀬遊水地も）



鬼怒川の決壊
越水は２か所（１ヶ所が決壊）
決壊付近の被害は津波被災地に同じ

小貝川の氾濫
利根川からの逆流
樋管に沿った水みちから決壊→大氾濫

外水（河川決壊）
・計画洪水量（数十年～２００年に１回程度）を流下させる

・どこが決壊するかはわからない
・氾濫規模もわからない
➡ハザードマップは目安に過ぎない

外水氾濫（河川決壊）



浸水の危険性は？



浸水の危険性（三郷市ハザードマップ）



浸水の危険性（三郷市ハザードマップ）





ゲリラ豪雨（予測困難な集中豪雨）

予測困難⇒事前避難困難⇒身近の高いところへ（２階以上）



鬼怒川の決壊
越水は２か所（１ヶ所が決壊）
決壊付近の被害は津波被災地に同じ

小貝川の氾濫
利根川からの逆流
樋管に沿った水みちから決壊→大氾濫

外水（河川決壊）

内水

・計画洪水量（数十年～２００年に１回程度）を流下させる

・市街地・・時間雨量５０ｍｍに対して浸水しない
・水田・・・・湛水防除（７２時間以内）

・どこが決壊するかはわからない
・氾濫規模もわからない
➡ハザードマップは目安に過ぎない

外水氾濫（河川決壊）と内水氾濫
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江戸川が氾濫した場合のイメージ



体育館や１階は使えない
収容可能人数は？
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水害での支援

水没から逃げる➡避難支援

逃げた先での避難生活（１日程度）➡一時避難支援

地域が水没して避難生活（数日）➡短期避難生活支援

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

家を失って収容避難所生活（数週間）➡長期避難生活支援

仮設住宅、みなし仮設住宅生活➡仮設住宅生活支援

支援もいろいろ



警報（避難準備情報、避難勧告、避難指示）
➡避難（１階の方が上層階に（１日））

➡警報解除で１階に帰宅

浸水発生（床下浸水）
➡一時避難（ １階の方が上層階に（１～数日））

➡警報解除で1階に帰宅

浸水発生（床上浸水）
➡一時避難（ １階の方が上層階に（数日～1週間））

➡警報解除で収容避難所へ、医療機関へ

早稲田団地では？
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〇安否確認～情報班
・要支援者の早期避難状況の集約
・災害発生後の行政の対応などの広報

〇初動（救出・初期消火）～物資班
・１階の要支援者の早期避難（住民や助け合い隊
と協力して）
・避難生活時の物資の受取と供給

〇救護～被災生活支援班
・避難生活時の要支援者の生活支援

〇執行部
・全体の統括
・丹後小学校の避難所運営委員会との連係
・収容避難スペース、在宅者への物資

自主防災・各班の役割



２．地震編

（１）首都圏の地震
（２）インフラなどの被害
（３）震度6強の揺れと家庭での対応
（４）建物や家具転倒による被害
（５）救出活動と避難所
（６）まとめ
（７）自主防災組織の役割
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次に首都圏を襲う大きな地震はどれでしょうか？
Ａ 関東大震災
Ｂ 都心南部直下地震
Ｃ それ以外の直下地震
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次に首都圏を襲う大きな地震はどれでしょうか？
Ａ 関東大震災
Ｂ 都心南部直下地震
Ｃ それ以外の直下地震

起きてみないとわからない。



首都圏の地震（関東大震災）

（内閣府・中央防災会議資料に加筆）

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

・Ｍ８～８．５の関東大震災は２００～４００年に１回。
➡１９２３年＋２００～４００年＝２１２３年～２３２３年（１００年以上先）

・関東大震災の間に、静穏期と活動期（直下地震）がある。

静穏期 活動期
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首都圏の地震（直下地震）

（内閣府・中央防災会議資料に加筆）

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

・活動期に入るとＭ＝７クラス（６．５～７．５）がたびたび発生。
・今後３０年以内にＭ＝７クラスの直下地震が発生する確率は７０％

→いつ、どこで、どれぐらいの大きさの地震が？

活動期 活動期
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マグニチュード 発生回数

８クラス １回

７クラス １０回

６クラス １００回

①これから直下地震が徐々に増えて、
②マグニチュード７クラスが１０~３０年に１回繰り返し
③来世紀に関東大震災が起き
④直後に余震が頻発し、１０年程度で鎮静化する。

地震の大きさと発生回数のイメージ

一般にマグニチュードが１小さいと発生回数は１０倍

35



36

首都圏Ｍ７クラス地震の最大震度を集めると



いつ？どこで、どれぐらいで（最大でＭ７．３）

社会的影響が最も
大きい地震は？
どこで起きたら？
・死者が多い
・インフラが壊滅
・交通網が壊滅

（内閣府・中央防災会議資料に加筆）

都心の南部に震源
（発生確率は不明）

実際はどこで起きても
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東日本大震災で被害を生じた（一部停止）東京湾岸の火力発電所

横浜、東扇島、大井、千葉、五井の５火力発電所
なお、電源開発の磯子火力も停止した。

千葉
五井

姉ヶ崎
袖ヶ浦

富津

品川

川崎

大井

東扇島
横浜

東横浜

横須賀

南海トラフ地震では？首都直下地震では？

東日本大震災での東京電力の発電所



携帯電話の充電が十分でも
・受信アンテナ（基地局）のバッテリーは６時間
・復旧しても音声は通信規制

固定電話は
・交換局の非常用電源は半日程度
・復旧しても通信規制

広域停電すると・・

数時間で通信機能を失う

通信のほかにどんな影響がでる？
・停電ではポンプは？
・停電・断水で病院は？
・避難所（小学校）に住民が殺到すると？
・学校が長期休校だと？

携帯メールは基地局バッテリーが切れる５時間は使用可能
（平成２６年度 静岡県健康福祉部の介護施設向けガイドライン）
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阪神淡路大震災の３つの特徴

六甲山

瀬戸内海

当時の震度７とは？
・震度６＋現地調査



阪神淡路大震災（震度６強～とは？）
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人は揺れだけでは死なない
・建物が大丈夫なら
・家具が転倒しなければ・・・

被災地ではコンビニは役立たない
・支援ステーションになりえない

阪神淡路大震災（震度６強～とは？）
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時

間

地震発生

・・・
・・・

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
どこ

①身の安全
②・・・・・・
③窓を開ける？
④火元確認？
⑤・・・・
⑥外に出る？
⑦・・・・
⑧・・・・
○・・・・
○・・・・・
○どこにいる？

１枚に１項目

家庭での対応（自宅にいる時に地震が発生）

地震が発生してから一段落するまで自分の行動は？

（停電、外は明るい、家族全員が在宅、服は着ている）

・津波の心配はないとして
・一市民として（消防、警察官・・ではない）

（自分の考えでＯＫ）

一段落した時に自分と家族は？

揺れ始めて

揺れが終わって

余震が継続

外に出て
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意見のまとめ方
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旧耐震木造住宅の振動実験（全壊と倒壊）

一段落した時に入院、遺体安置所と書いた方は？
➡正常化バイアス

耐震補強あり
全壊

耐震補強なし
倒壊

防災科学技術研究所

罹災証明ではどちらも「全壊」ですが・・
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マンションの倒壊は少ないが・・
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救出は誰が行う？

51
（マンションでは家具の下敷き・閉じ込め）

共助



神戸市ＨＰより

避難とは：危険な場所から安全な場所へ
・津波避難所（津波・洪水・・）
・広域避難所（大規模火災）
収容避難所
家を失った方、要援護者・・
早い者勝ちではない
事前に町会ごとにスペースを決めておく
現状では住民が殺到、人であふれる
➡家族の集合場所ではない（危険）

そもそも地震だ！避難だ！は大間違い。
空爆の後に防空壕に逃げますか？
（地震・消火失敗・大規模火災・避難）

鵜呑みにしない
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時

間

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・ ・・・・

○時間 ○時間 ○時間

この時間を目標に

優先順位

「共助」は知ってい
るが・・・・
１００人に１人

一般的な優先順位

・身の安全
・家族への声かけ
・自宅の確認

・ご近所
・救出・搬送
・初期消火

・自宅に戻る
・片付け
・家族生活確保

・支援に向かう
・職場に向かう

・風呂に水をためる？
・事前に

・非常持ち出し品？
・備蓄は大切だが・・
・救出、救急、消火

・親類へ無事の連絡？



深夜に地震発生

55

暗闇でも大丈夫ですか？
どんな準備が必要ですか？
・懐中電灯？ヘルメット？
・靴をはいて、眼鏡をして寝る？



家具の転倒

56



案１）
・懐中電灯、靴、ヘルメット、軍手・・・
・非常袋を持って避難所へ！

案２）
母親教室では、ご主人に

生命保険

予防対策

57



案１）
・懐中電灯、靴、ヘルメット、軍手・・・
・非常袋を持って避難所へ！

案２）
・丈夫な家
・家具の転倒防止、ガラスの飛散防止
・地域での協力、装備（ヘルメットや資材）
（全員が自主防災員の気持ちで）

58

予防対策



阪神淡路大震災の被害と対応
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阪神淡路大震災の犠牲者の内訳（私見）
・ほぼ即死の方 約４，０００名
・救出可能・焼死？約１，０００名
・医療機関が停止 約 ５００名
・災害関連死 約１，０００名

（ほとんどは家を失った方）

・非常袋で防ぐことができるのは？
・避難訓練で防ぐことができることは？

死者の声を聴け！
優先順位を間違えない事

多数の方が救出された一方で・・

地震防災の優先順位①



地震防災の優先順位②
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優先順位③ 熊本県・西原村河原地区の活動

・住民で役割を分担（技能を事前把握：１０年前から実施）
看護師・介護経験者８名、調理師２名、元自衛隊員（配膳指揮）・・

・避難所では町会（集落）ごとにスペース配分
安心感、要援護者支援、町会ごとの役割分担（協働）

・自家発、プロパンガスボンベなどの持ち寄り
・工務店は夜間工事用投光器、水道事業者が湧水から配管工事
・農家（１年分のコメを保管）などが食材の持ち寄り
・消防団が地区の警備
・こどもたちも積極的にお手伝い

地区の孤立を想定した共助（協働）

過去の震災での教訓どおり

他県の応援職員は連絡役で良い
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①耐震対策（自宅で自分や家族が死傷しないために）
②地域活動（救出・初期消火などについて）
③備え（家族が避難所を頼らずに済む備え）

ローリングストック
非常用飲食料ほか
（最低２週間） 63
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〇安否確認～情報班
・安否確認はまずは全組合員で。
・担当者は管理事務所で安否情報の集約。
・救出等が必要な場合は初動班に伝達。
・その後は行政からの情報を組合員に広報。
〇初動（救出・初期消火）～物資班
・災害発生時の救出活動や初期消火を組合員とともに実施。
・救出後の負傷者はまず管理事務所に搬送し救護班に引継ぐ。
・初動対応終了後は物資・飲食料の要支援者への配送などの
被災生活支援に回る。
〇救護～被災生活支援班
・まずは組合員（看護師さんなど、医療関係者がいれば協力を
お願いする）の協力を得て事務所で応急救護にあたる。
・重傷者の病院までの搬送は組合員や助け合い隊に依頼する。
・初動終了後は、主に要支援者を対象に、事務所で給水給食、
衛生管理等の支援を行う。
〇丹後小学校の避難所運営委員会との連係は会長・副会長が行う。


