
三田市政出前講座

防災「いざという時に備えて」

令和２年９月30日（水）



本日の内容

①風水害について

②地震災害について

③各自の備えについて



風水害について



日本の気象災害の特徴



兵庫県の気象特性（雨の降り方）



近年のゲリラ豪雨について

★全国の1時間降水量50mm以上の年間発生回数は増加しています（統計期間1976～
2018年で10年あたり27.5回の増加、信頼度水準99％で統計的に有意）。
★最近10年間（2009～2018年）の平均年間発生回数（約311回）は、統計期間の最初の10
年間（1976～1985 年）の平均年間発生回数（約226回）と比べて約1.4倍に増加しています。



近年のゲリラ豪雨について

★全国の1時間降水量80mm以上の年間発生回数は増加しています（統計期間1976～
2018年で10年あたり2.6回の増加、信頼度水準99％で統計的に有意）。
★最近10年間（2009～2018年）の平均年間発生回数（約23回）は、統計期間の最初の10年
間（1976～1985 年）の平均年間発生回数（約14回）と比べて約1.6倍に増加しています。



1時間降水量50ミリ以上の雨



日降水量1ミリ以上の日数の年間回数の変化

1
地
点
当
た
り
の
日
数
（
日
）

年



筒が太くなる
（空気中にたまる
水の量が増える）

傾くまでに時間がかかる → 雨の降る日の減少
傾いたときにこぼれる水の量が増える → 大雨の増加
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空気が含むことのできる水蒸気が増えることを、
鹿威しの筒が太くなることに例えると

温暖化で大雨が増えて雨の降る日は減る？



近年の大雨災害



大雨による災害



河川の洪水・氾濫



地下街の浸水
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武庫川（三田大橋から下流）23：40撮影

武庫川水位(下田中)4.34m〔危険水位6.2m〕(7月5日）

平成３０年７月豪雨



平成３０年７月豪雨の概要
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◆７月５日１０時２０分【警報】大雨（土砂災害）

１２時４１分【警報】洪水 追加
◆７月６日１２時２６分【警報】大雨（浸水害）追加

１４時４０分 土砂災害警戒情報
◆７月７日１８時１０分【解除】大雨（浸水害）

２２時２０分【解除】土砂災害警戒情報

２３時２６分【解除】洪水
◆７月８日 ３時３３分【解除】大雨（土砂災害）

５時３７分【警報】大雨（土砂災害）
１６時１５分【解除】大雨（土砂災害）



平成３０年７月豪雨の概要（雨量）
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◆累計最大雨量 ５７１．０ｍｍ

（母子小学校、7/4 3:20～7/8 2:40）

◆日最大雨量 ３００．５ｍｍ

（波豆川公民館、 7/5）

◆時間最大雨量 ５７．０ｍｍ

（母子小学校、7/7 4:10～5:10）

◆１０分間最大雨量 １４．５ｍｍ

（波豆川公民館、 7/6 14:10～14:50）



平成３０年７月豪雨の概要（水位）
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河川 武 庫 川 青野川 黒川 羽束川

観測局 三田 藍本 西野上 下青野 小野 高平

最高水位
(観測時刻)

5.00
(7/7 7:10)

3.67
(7/7 6:40)

4.25
(7/7 7:00)

2.82
(7/7 6:30)

3.01
(7/7 6:00)

3.48
(7/5 

22:00)

氾濫危険
水位(m)

6.20 4.40 6.00 3.50 3.50 3.40

既往最高
水位(m)

6.29 3.88 3.80 2.60 2.81 3.70



平成３０年７月豪雨（災害現場）
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最近の台風（令和元年台風１５号）
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（令和元年台風１９号）三田市暴風警報！



24

死者 99人

行方不明者 3人

負傷者 442人

住宅被害（棟）

全 壊 3,081

半 壊 24,998

一部損壊 26,284

床上浸水 12,817

床下浸水 24,472

消防庁情報：12月12日 15：00

台風１９号の被害状況
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台風１９号の雨量について

◆ 台風19号が接近・通過した半日の雨量
観測史上1位を更新した地点は、東日本
や東北などで120か所

◆ 台風19号の大雨 年間降水量の3～4割

にも相当
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台風１９号各地の雨量（期間内72時間）
（2019年10月10日～2019年10月13日）



2019年の三田市降水量
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9月末まで合計
769.0mm
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台風１９号 接近時天気図



29

再度、台風第１９号の経路図

前スライドの時間帯で進行
方向が変化するポイント（
転向点）が日本列島に接近
！上陸地点の予報が困難

12日夜 上陸

台風は、通常、太平洋高気圧
の縁に沿って進む



令和元年台風第19号と平成30年台風第21号の衛星画像と台風上陸時の暴風域
（令和元年台風第19号が丹波市付近を直撃した場合）

台風第21号

台風第19号10月12日19時
伊豆半島上陸時の暴風域

台風第19号

令和元年台風第19号と平成30年台風第21号の比較

令和元年台風第19号：
10月12日19時伊豆半島に上陸
955hPa 大型 強い 最大風速40m/s
暴風域 E330km・W260km

平成30年台風第21号：
9月4日14時神戸市に再上陸
955hPa 非常に強い 最大風速45m/s
暴風域 E190km・W90km
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台風第21号9月4日14時
神戸市再上陸時の暴風域

台風第19号10月12日19時
伊豆半島上陸時の暴風域を
丹波市を中心にした場合



大 き さ の 階 級 風速15m/s以上の半径

大型（大きい） 500km以上～800km未満

超大型（非常に大きい） 800km以上

階級 最大風速

強い 33m/s以上～44m/s未満

非常に強い 44m/s以上～54m/s未満

猛烈な 54m/s以上

最大瞬間風速は最大風速の約1.5～3倍

風速30m/s（時速108km）以上
・ 走行中のトラックが横転する。
・ 何かにつかまっていないと立っていられない。
・ 固定されていないプレハブ小屋が移動、転倒する。

風速35m/s （時速126km）以上
・ 多くの樹木が倒れる。電柱や街灯で倒れるものがある。
・ 外装材が広範囲にわたって飛散する。

風速40m/s （時速144km）以上
・ 住家で倒壊するものがある。
・ 鉄筋構造物で変形するものがある。

台風の大きさ 台風の強さ

風の強さと災害の例

※影響力の範囲 ※破壊力
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超大型

大 型

500Km以上
～ 800Km未満

800Km以上

800Km

500Km

台風の大きさと強さ



警報や注意報の内容について、どの程度の危険度の現象がどのくらい先の時
間帯に予想されるか、色分けして表示しています。
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9月4日
台風第21号

危険度を色分けした時系列



警戒レベルについて
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洪水浸水想定区域と土砂災害警戒区域



台風12号(ジョンダリ)
東から西に進む!



地震災害について



有馬高槻断層が動いた時の
想定震度と被害想定

項 目 数値

建物全壊 １８５

建物半壊 １４５２

死 者 ９

負傷者 １７６

避難者 ２３３０
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三田市に被害を及ぼす可能性のある活断層

※ 最大震度６弱!!



市内伏在断層（未知の断層）
で発災した場合

項 目 数値

建物全壊 ４５６

建物半壊 ２７２０

死 者 ２５

負傷者 ３５９

避難者 ４６９４
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三田市内伏在断層地震

※想定 ： M6.9 最大震度６強!!

対象地域：三田市全域



M6.9 最大震度６強!!といえば…

数分後には津波注意報！2019年6月18日22時22分ごろ
山形県沖酒田の南西50ｋｍ付近、深さ14ｋｍ
新潟県村上市で最大震度6強



大阪府北部地震
でも鳴りました。緊急地震速報
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その数秒でどうするか・・・？



隠れる机等がない！
間に合わない!

そんな時は

頭だけでも
保護してく
ださい。



各自の備えについて



自分の命を守る決定的な備え
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８４％

出血・ショック死 ２%

焼骨 ６%

焼死・火傷死 ４%

その他 ４%

兵庫県警察本部調べ

家屋の倒壊・家具の転
倒による圧死・窒息死

阪神淡路大震災における犠牲者の死因
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家具の転倒防止の実施



■寝室には家具を置かない
 

 

■出入口や通路には物を置かない

・寝室はできるだけ家具はおか
ない

・どうしても置く場合は家具が
倒れてくる範囲では寝ない

・寝室は２階以上にする

・いざというときのために、出
入口はふさがない

・玄関などの出入口までの通路
に、家具など倒れやすい物を置
かない



避難所となる学校の防災倉庫
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こんな備えも考えて下さい①

手回し発電タイプ

年に一回は電池入替

ソーラータイプの充電器

携帯電話に充電
可能なタイプ
を準備！
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こんな備えも考えて下さい②

保管スペースがあるなら発電機

ガソリンは決められた容器で保管
カセットボンベタイプもあります。



季節に応じた備えを



・三田市の避難者想定数・・・4,700人

（市内伏在断層地震で震度6強4,694人）

三田市の備蓄数の基本となります。

4,700人× 食× 日＝ 食

十分ある・・・、少ない・・・などご意見があるかと

思います。

市の備蓄食料はどれくらい？

食料備蓄について
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避難所へ行ったけど・・・
非常食が出ない

①台風など風雨での避難は
止めば家に帰れます。
（短時間の避難）

②県、国のレベルで物流がス
トップするわけではない。
（食料品は売っている）



備蓄食料も一工夫



一人でどれだけ備蓄する？



非常持ち出し袋を用意してく
ださい。

食料、水、ライト、ラ
ジオ、電池、着替え、
薬（お薬手帳）、保険
証（無理ならコピー）
着替えヘルメット等
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登録方法は簡単

sanda@bosai.net
に空メールを送信するだけ!!

※メールフィルターを設定している場合は
bosai.netを受信登録してください。



ヘルプマーク・ヘルプカード
をご存知ですか？



ヘルプマーク・ヘルプカード
をご存知ですか？



■地域の危険な箇所を知ろう
地域の危険箇所が分かっていれば防げる被害がある。

■情報取得のアンテナを広げよう
複数の情報入手手段をもち、正しい情報をタイムリーに。

■防災訓練に参加しよう
日頃できないことは、いざというときにはできません。

■自然災害は必ず発生する。災害に対する意識をもとう！

■日頃からできる備えを！

皆さまへのお願い



ご清聴ありがとうございました


