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土砂災害

川の氾濫

大雨などにより、川の水量の増加や地中にしみこんだ水分などが起因となり、大きな災害
に発展する場合があります。事前にその災害のメカニズムを理解し、身近に起こりえる災害
に対応しましょう。

内水氾濫外水氾濫

地中にしみ込んだ水分が土の抵抗力を弱め、雨や地震などの影響によって急激に斜面が崩れ落ちることをいいます。
がけ崩れは突然起きるため、人家の近くで起きると逃げ遅れる人も多く、被害者の割合も高くなっています。

山腹・川底の石や土砂が長雨や集中豪雨などによって一気に下流へと押し流されることをいいます。その流れの速さは
規模によって異なりますが、時速20～40kmという速度で一瞬のうちに人家や畑などを壊滅させてしまいます。

斜面の一部あるいは全部が、地下水の影響と重力によってゆっくりと斜面下方に移動する現象のことをいいます。一般的に
移動土塊量が大きいため、甚大な被害を及ぼします。また一旦動き出すと、これを完全に停止させることは非常に困難です。

がけ崩れがけ崩れ

土石流土石流

地すべり地すべり

雨量の増加によってもたらされる氾濫には、川から水があふれたり堤防が決壊して起こる「外水氾濫」と、街中の
排水が間に合わず、地下水路などからあふれ出す「内水氾濫」の2タイプがあります。

土砂災害警戒情報が発表されていなくても、ふだんと異なる状況「土砂災害の前兆」に気づいた場合には、直ちに周り

小石が落ちる

木が倒れる

ひびわれが入る

頭部のひびわれ

わき水の量
が増える

ひびわれが
大きくなる

小石が
バラバラ落ちる

わき水が止まる
（あるいは噴きだす）

根の切れる
音がする

木が傾いたり
倒れる

・異常な山鳴り  ・地鳴りがする
・山の樹木がザワザワと騒ぐ
・山の裂ける音がする
・腐った土のにおいがする
・流木が混じる

池が濁る

斜面にひびわれ
ひびわれ・段差ができる

川が濁る

家が傾く
水が噴出する

木の騒ぐ音・
裂ける音がする

道路などに
ひびわれ

道路などに
ひびわれ

※右記は一般的な前兆
現象です。すべての場
合において必ず起き
るというものではあ
りません。ふだんと
違い、少しでも身に危
険を感じたら避難す
るようにしましょう。

チョロチョロ

流木が混じる
急に水が濁る

川の水位が急に下がる

広告

W60mm× H45mm

広告

W60mm× H45mm

広告

W60mm× H45mm
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土砂災害・洪水

その場所に降った雨水や、周りから流れ込んできた水がは
けきれずに溜まっておきる。川の水位が何mに達すれば警
報を出すなどの対応が難しいため、注意が必要。

大雨の水が川に集まり、川の水かさが増し堤防を越える。
あるいは堤防を決壊させて川の水が外にあふれておきる。
氾濫が起きると一気に水かさが増しますので、最大の注
意が必要。

の人と安全な場所へ避難し山都町役場までご連絡ください。

　
「土砂災害警戒情報」
は大雨警報（土砂災

発生の危険度がさら
る状況で、土砂災害
害）が発表されてい

に高まったとき、気象
台と県が共同で発表
しています。土砂災害
の危険がある地域に
お住いの方は、特に
早めの避難が重要で
すので、土砂災害警戒
情報を避難の参考に
してください。

大雨注意報 大雨警報

◆ラジオやテレビなどの気象情報に注意する。
◆町や防災関係機関の広報をよく聞いておく。
◆停電に備え懐中電灯や携帯ラジオを用意する。
◆非常時持出品を準備しておく。

◆早く帰宅し、家族と連絡を取り、非常時に備える。
◆飲料水や食料を数日分確保しておく。
◆浸水に備えて家財道具は高い場所へ移動する。
◆危険な地域では、いつでも避難できるよう準備をする。

大雨情報をキャッチ！
こんなときのわが家の安全対策。

台風は、毎年のように日本に襲来し、きわめて大きな災害をもたらすことがあります。
台風の接近が予想される際は、台風情報に十分注意し、被害のないように備えることが必要です。

集中豪雨は、限られた地域に、突発的に短時間に集中して降る強い雨で、梅雨の終わりごろによく発生します。
発生の予測は比較的困難で、中小河川の氾濫、土砂崩れ、がけ崩れなどによる大きな被害をもたらすことが
ありますので、気象情報に十分注意し、万全の対策をとることが必要です。

10以上～20未満 20以上～30未満 30以上～50未満 50以上～80未満 80以上～

やや強い雨 強い雨 激しい雨 非常に激しい雨 猛烈な雨

雨の強さと降り方

風の強さと吹き方

大きさ 風速15m/秒 以上の半径 最大風速

大型（大きい） 500km以上～800km未満 33m/秒 以上～44m/秒 未満

非常に強い 44m/秒 以上～54m/秒 未満
超大型（非常に大きい） 800km以上 54m/秒 以上

台風の大きさと強さ

強さ

強い

猛烈な

集中豪雨

大雨による重大な土砂災害や浸水害が
発生するおそれがあると
予想したときに発表

大雨による土砂災害や浸水害が発生する
おそれがあると予想したときに発表

■記録的短時間大雨情報とは・・・数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を観測したり、解析したりしたときに、各地の気象台が発表

　します。熊本県区域の発表基準は、1時間雨量110mmとなっています。

ザーザーと降る。

時間雨量（mm）

予報用語

人の受ける
イメージ

どしゃ降り。 バケツをひっくり返し
たように降る。

滝のように降る。
（ゴーゴーと降り続く）

息苦しくなるような圧迫
感がある。恐怖を感じる。

10以上～15未満 15以上～20未満 20以上～25未満 25以上～30未満 30以上～

やや強い風 強い風 非常に強い風 猛烈な風

風に向かって歩きにくくなる。
傘がさせない。

平均風速（m/秒）

予報用語

人への影響
風に向かって歩けなくなり、転倒する人
も出る。高所での作業はきわめて危険。

何かにつかまってないと立っていられない。
飛来物によって負傷するおそれがある。

屋外での行動は極めて危険。

台

まずは、確実な情報が大事
その次に迅速な対応

つねに気象情報には、
注意しておきましょう！

大雨や強風はわたしたちに何度も大きな災害をもたらしています。
ふだんから気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。

広告

W60mm× H45mm

広告

W60mm× H45mm

広告

W60mm× H45mm
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大雨特別警報
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる
大雨が予想される場合、若しくは、数十年に一度の強度
の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になる

と予想される場合に発表

風水害・台風

案件名 ：

校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
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②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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2019年1月29日

山都町総合防災マップ
8MN391H0A

006
016

株式会社西田ガス 御中

LPガス 役場本庁周辺図 B-2

ガス設備 水道設備 リフォーム

（株）西田ガス

住宅関係のことなら
お気軽に何でもご相談ください！
■熊本県上益城郡山都町城平６５３－１
■TEL:0967-72-0101
■FAX:0967-72-0126

あり

096－370－1401
山都町総合防災マップ

■画像著作権：確認済
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校正出し日： 割付番号 ：
商品コード： コード番号：

弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印
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山都町総合防災マップ
8MN391H0A

009
019

三栄開発株式会社 御中

建設 MAP13 D-1

地域社会に貢献

三栄開発株式会社

日本工業規格表示認証工場
生コンクリート・積ブロック製造
■熊本県上益城郡山都町上寺４5
■TEL:0967-72-0104
■FAX:0967-72-4290
本社工場 上益城郡山都町上寺４５番地
うえじま工場 上益城郡嘉島町上島２８６０

096－370－1401
山都町総合防災マップ

■画像著作権：確認済
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弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。
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②修正あり

年 月 日 印
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2019年1月29日

山都町総合防災マップ
8MN391H0A

007
017

山都斎場大野 御中

葬祭業 MAP13 E-1

まごころ込めてお手伝いします

山都斎場大野

■通夜室（お泊りができます）
■控室、厨房、浴室完備 ■家族葬もできます。
■熊本県上益城郡山都町上寺５４４
■TEL:0967-72-4194
■FAX:0967-72-4400

あり（１３０台）

096－370－1401
山都町総合防災マップ

■画像著作権：確認済
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弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印
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2019年1月29日

山都町総合防災マップ
8MN391H0A

008
018

有限会社国見総業 御中

サービス業 MAP13 E-5

ご家庭の大型ごみたまったごみ片付けます！

（有）国見総業

一般廃棄物収集運搬・産業廃棄物収集運搬
木材業・家屋解体業・運送業・古物買取
■熊本県上益城郡山都町牧野65-1
■TEL:0967-72-4133
■FAX:0967-72-4212

096－370－1401
山都町総合防災マップ

■画像著作権：確認済
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弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
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2019年1月29日

山都町総合防災マップ
8MN391H0A

010
037

田上プロパン 御中

プロパンガス販売 役場本庁周辺図 A-4

田上プロパン
田上 眞
ＬＰガス・住宅設備機器販売

■上益城郡山都町下市４２７－４
■TEL:0967-72-0469
■FAX:0967-72-0469

あり

096－370－1401
山都町総合防災マップ

■画像著作権：確認済
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校正出し日： 割付番号 ：
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弊社校了確認欄【弊社使用欄】
所属長確認欄　   営業確認欄

顧客名称 ：

①修正がない場合、
【修正なし（校了）】欄に署名・捺印をお願いします。

①修正なし（校了）

年 月 日 印

②修正がある場合、
【修正あり】欄へ署名・捺印の上、修正指示を入れてください。

返送先FAX番号：
商品名：

②修正あり

年 月 日 印

【原稿確認のお願い】確認後、□へチェックをお願いします。
□　名称（店舗名及び社名）・住所・電話番号などのお客様情報には特にご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□　画像の著作権・肖像権等の権利については、お客様の責任において承認いただけますようお願い致します。　　　
□　自治体による広告審査がある場合は、校了後に修正のお願いをすることがありますので予めご了承ください。　　

2019年1月29日

山都町総合防災マップ
8MN391H0A

011
020

株式会社協信総業 御中

建設 役場本庁周辺図 A-2

土木・舗装・橋梁・建築・水道・浄化槽工事

（株）協信総業

様々な建設のニーズに,あらゆる場面で
お役に立ちますことをお約束いたします。
■熊本県上益城郡山都町上寺１６６６－１
■TEL:0967-72-0333
■FAX:0967-72-2880

096－370－1401
山都町総合防災マップ

■画像著作権：確認済
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