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平成29年7月九州北部豪雨
出典:九州地方整備局 防災パネル 「平成２９年７月九州北部豪雨」

平成29年7月九州北部豪雨
出典:九州地方整備局 防災パネル 「平成２９年７月九州北部豪雨」

平成29年7月九州北部豪雨
出典:九州地方整備局 防災パネル 「平成２９年７月九州北部豪雨」

昭和34年伊勢湾台風
出典:中部地方整備局 伊勢湾台風災害写真データベース

平成23年東日本大震災
出典:東北地方整備局 震災伝承館

大雨災害から命を守る！このパンフレットの使い方

福岡県では、古くから大雨や台風による河川氾濫や土砂災害などが多く発
生しており、 近では平成29年７月九州北部豪雨が発生しています。

このパンフレットでは、住民のみなさんが災害時に自助行動、すなわち
「自分の命は、自分で守る」ための行動をとれるように、災害発生のメカニ
ズムや前兆現象を詳しく解説しています。また、防災情報の取得方法につい
ても掲載しています。ぜひ役立ててください。

避難の注意点や備えについて知っておこう 落ち着いて避難しよう p.2

防災気象情報の入手方法を知っておこう 防災気象情報に強くなろう p.3～6

豪雨災害が起こるしくみと注意すべきこと
を知っておこう

豪雨災害から命を守る！ p.7～8

土砂災害が起こるしくみと注意すべきこと
を知っておこう

土砂災害から命を守る！ p.9～10

高潮災害が起こるしくみと注意すべきこと
を知っておこう

高潮災害から命を守る！ p.11～12

津波災害が起こるしくみと注意すべきこと
を知っておこう

津波災害から命を守る！ p.13～14

普段から準備しておきたい備蓄品について
知っておこう

備蓄品チェックリスト 裏表紙
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大雨災害から命を守る！落ち着いて避難しよう

• 大雨や前兆現象で危険と判断したらすぐ
に避難しましょう。

• 特に、お年寄りや妊婦、小さい子どもな
どがいる場合は、早めに避難しましょう。

• 夜の移動はとても危険なので早めに避難
しましょう。

• 車での避難は危険をともなうことがある
ので、できるだけ歩いて避難しましょう。

• 建物の外へ出られない場合は、建物の上
の階かつ山からできるだけ遠い部屋へ緊
急避難しましょう。

• 避難した場所にも危険が迫っている場合
は、その場に留まらず、より安全な場所
へ速やかに避難しましょう。

• 家族で連絡方法を決めておきましょう。

• 自宅や避難先に、自分の状況を記したメモ
を残しておくと、安否確認に役立ちます。

• NTTや携帯電話各社の災害用伝言サービ
スを活用しましょう。

避難する時はここに注意！ 安否を確認する

避難への備え
• テレビやインターネットなどで防災情報

をチェックし、いつごろ避難が必要にな
るかの目安をたてましょう。

• 状況に応じてすぐに避難できるよう、避
難先と避難ルート、落ちあう先や連絡手
段を確認しておきましょう。

• 河川氾濫や土砂災害の前兆現象にどのよ
うなものがあるか、事前に知っておきま
しょう。

• 危険だと思われる場合には、速やかに避
難を開始しましょう。
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「垂直避難」と「水平避難」

避難行動には、「垂直避難」や「水平避難」といった種類があります。避難をする際には、
そのときの状況に応じて、適切な避難行動をとりましょう。

・垂直避難（屋内安全確保）：切迫した状況において、屋内の２階以上に避難すること。

・水平避難（立退き避難）：その場を立退き、近隣の少しでも安全な場所に一時的に避難
すること。または、居住地と異なる場所での生活を前提とし、
避難所等に長期間避難すること。

平常 緊急



気象警報等の種類 住民のとるべき行動
市町村の

防災対応(例)

 新の情報に注意。

 災害に備えた早めの準備を。

 いつでも避難できるよう準備。

 高齢者等の要配慮者は避難を開始。

 周囲の状況に注意し早めに避難。

 確実に避難を完了させる。

 ただちに命を守る行動を！

気象警報等の種類ととるべき行動
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強

弱

■豪雨

■高潮

■津波

● 避難準備・
高齢者等避難開始 ･･･

災害発生が予想されるときに、避難に時間のかかる高齢の方、
障害のある方などに避難行動が必要なときに発令します。

● 避難勧告･････････････ 災害が発生する可能性が高く、避難行動が必要なときに発令します。

● 避難指示（緊急）･････ 災害が発生している、または災害が発生する危険性が非常に高く、
すぐに身を守る行動が必要なときに発令します。

雨
の
強
さ

高
潮
の
高
さ

津
波
の
高
さ

※土砂災害警戒情報････････大雨警報（土砂災害）の発表後、土砂災害発生の危険度がさらに高まっ
た時に、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報です。

災害発生のおそれ

大雨注意報

重大な災害発生のおそれ

大雨警報

大雨特別警報
数十年に一度の非常事態

避難勧告

避難指示（緊急）

避難準備・高齢
者等避難開始

土
砂
災
害

警
戒
情
報

記
録
的
短
時
間

大
雨
情
報

防災気象情報に強くなろう

※記録的短時間大雨情報････大雨警報を発表中に、対象となる都道府県において数年に一度程度しか
発生しないような大雨を観測あるいは解析した場合に発表します。

低

高

高

低

気象警報等の種類 住民のとるべき行動
市町村の

防災対応(例)

 新の情報に注意。

 災害に備えた早めの準備を。

 いつでも避難できるよう準備。

 高齢者等の要配慮者は避難を開始。

 周囲の状況に注意し早めに避難。

 高潮注意報が「警報に切り替える

可能性が高い」とされている場合、

暴風警報が発表されたら避難。

（暴風で避難できなくなる前に）

確実に避難を完了させる。

 ただちに命を守る行動を！

災害発生のおそれ

高潮注意報

重大な災害発生のおそれ

高潮警報

高潮特別警報
より広い範囲で避難が必要な場合

避難勧告

避難指示（緊急）

避難準備・高齢
者等避難開始

気象警報等の種類 住民のとるべき行動
市町村の

防災対応(例)

 直ちに海岸や河川からはなれる。

 高台や避難ビル等の安全な場所に

避難。

 ただちに命を守る行動を！

津波注意報

津波警報

大津波警報

呼びかけ

避難指示（緊急）

避難勧告

１m以下

３m以下

３m以上
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河川の水位情報と避難行動

河川の水位情報については、国や県といった河川管理者から情報提供されています。
また、洪水予報河川や水位周知河川に指定されている河川では、あらかじめ基準水位が
定められており、水位の状況などから洪水予報や水位到達情報が発表されます。

避難に関する情報については、水位の状況などに応じて、市町村から発令されます。

洪水時には、河川の水位情報や避難に関する情報を確認し、早めの避難行動をとりま
しょう。

洪水予報河川
（水防法第10条・11条）

水位周知河川
（水防法第13条）

住民に求める行動 市町村の対応

氾濫発生情報 ―

氾濫危険情報 氾濫危険情報

避難完了

指定緊急避難場所等へ速やかに避難

避難勧告等の発令
判断の目安

氾濫警戒情報 ―
避難に時間がかかる要配慮者とその
支援者は避難を開始

避難準備・高齢者等
避難開始の目安

氾濫注意情報 ―
水防管理団体の出
動の目安

時
間
の
流
れ

気象庁HP：http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/ame_chuui/ame_chuui_p8-2.html

リードタイム（避難時間等）



防災気象情報をうまく活用しよう

平常時 豪雨時

福岡県防災ホームページ

http://www.bousai.pref.fukuoka.jp/index.php

平常時に押さえておくべき情報、大雨になりそうなときチェックすべき情報など、
それぞれの局面で防災気象情報をうまく活用しましょう。

防災気象情報に強くなろう
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防災気象情報に強くなろう

http://www.bousai.pref.
fukuoka.jp/mamorukun
/service.html

平常時・豪雨時問わず活用できる情報源

防災メール・まもるくん
（防災情報メール配信）

豪雨時に活用できる情報源

土砂災害危険度情報
http://www.sabo.pref.fukuoka.lg.jp/dosya/

地上デジタルテレビ放送

放送画面

河川防災情報
http://www.kasen.pref.fukuoka.lg.
jp/bousai/

 
d ＜使い方＞

①リモコンのdボタンで
データ放送画面を表示

②上下左右ボタンで見た
い観測所を選択して表示

①

②

福岡県砂防課ホームページ
http://www.sabo.pref.fukuoka.lg.jp

※土砂災害危険度情報はTNC（テレビ西日本）
FBS（福岡放送）のデータ放送で確認できます



平常時に確認しておくべき情報源平常時 豪雨時
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洪水浸水想定区域図

福岡県砂防課ホームページ
http://www.sabo.pref.fukuoka.lg.jp 土砂災害警戒区域図

http://www.sabomap.jp/fukuoka/

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/
sinsui-soutei.html

高潮浸水想定区域図
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/
genkainadatakashio.html

津波災害警戒区域図
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/
tsunamisaigaikeikaikuiki.html

津波浸水想定区域図
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/
tsunami.html

ハザードマップ
（各市町村）

福岡県避難支援マップ
http://www.bousai.pref.fukuo
ka.jp/shienmap/



豪雨災害は、大きく分けて「河川氾濫」「内水氾濫」があります。発生メカニズ
ムを知って災害から命を守りましょう。

豪雨災害のメカニズム

豪雨災害から命を守る！

河川氾濫 豪雨時に、増水した河川が溢れた影響で、家屋などへの浸水が発生する現象をいいます。

河川水が堤防を越える場合（越水） 河岸が削られる場合（侵食） 堤防が弱体化する場合（空洞化）

平常時 平常時 平常時

豪雨発生 豪雨発生 豪雨発生

被害発生 被害発生被害発生

堤防越水の開始

堤防決壊・浸水被害拡大

河岸侵食の発生

侵食の進行・河岸侵食拡大

堤防内の空洞発生

堤防決壊・浸水被害拡大
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提供 九州地方整備局提供 九州地方整備局

水位上昇
↓

越水による
堤防の損壊

水位上昇
↓

流速の増大
↓

河岸侵食

水位上昇
↓

浸透の拡大
↓

噴砂等の
発生

↓
堤体内の
空洞化

↓
堤体の
亀裂・沈下
・陥没

豪雨時に、街中などの水はけが
悪化し、土地・建物等の浸水が発
生する現象をいいます。

本川の影響で
支川などから水が溢れる場合

本
川

支川
水路

平常時

豪雨発生

平常時

豪雨発生

本
川

支川
水路

下水道などから水が溢れる場合

提供 福岡市

内水氾濫

本川水位
上昇

↓
支川からの
氾濫

大雨
↓

側溝・マン
ホール等か
らの氾濫



日頃、目にしているまちの状況や河川等に異常を感じた場合には、速やかに避難
行動を取ってください。このとき、むやみに側溝・マンホール及び河川等に近づく
ことは危険なため、やめましょう。

【河川氾濫】

・河川水位が高い状態で、さらに強い雨が降っている⇒ 堤防から河川水が溢れるおそれ

・流木や土石等が橋桁に引っかかっている⇒ 堤防から河川水が溢れるおそれ

・堤防や護岸が削られ始める⇒ 護岸の崩壊や堤防決壊のおそれ

・堤防からの漏水、砂の噴きだしが見られる⇒ 堤防決壊のおそれ

・堤防に亀裂が生じ、漏水し始める⇒ 堤防決壊のおそれ

堤防の亀裂・漏水

河川の増水・流木の発生

堤防近辺からの漏水・噴砂

豪雨災害の特徴
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堤防や護岸の侵食

【内水氾濫】

・アンダーパス等の低地部が浸水し始める⇒ 自動車に閉じ込められるおそれ

・側溝やマンホールから水が溢れ始める⇒ 住宅浸水や側溝・マンホールへの転落のおそれ

・本川の水位が上昇し、支川へ逆流し始める⇒ 支川が溢れ、住宅が浸水するおそれ

・アンダーパスの浸水
・自動車に閉じ込められる

おそれ

・側溝・マンホールからの
溢れだし

・住宅浸水や側溝・マンホ
ールへの転落のおそれ

本
川

支川
水路

・本川の水位の上昇

・支川が溢れ、住宅が浸水
するおそれ



土砂災害は、大きく分けて「土石流」「がけ崩れ」「地すべり」があります。発
生メカニズムを知って災害から命を守りましょう。

土砂災害のメカニズム

家屋の損壊 面的に崩壊するため、
大きな被害が発生

多量の土砂や倒木が、
増水した沢の水と一緒に町を襲う

前兆現象が見られることがあります。

被害発生 被害発生

土砂災害から命を守る！

前兆現象が見られることがあります。
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被害発生

土石流 がけ崩れ 地すべり

斜面の地表に近い部分が、
雨水の浸透や地震等でゆる
み、突然、崩れ落ちる現象
です。崩れ落ちるまでの時
間がごく短いため、人家の
近くでは逃げ遅れも発生し、
人命が奪われることもあり
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
りゆっくりと斜面下方に移
動する現象です。土塊の移
動量が大きいため甚大な被
害が発生します※。

山腹や川底の石、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
現象です。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
うこともあります※。

※出典：政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/
article/201106/2.html
上記概要を加筆修正

前兆現象が見られることがあります。



日頃、目にしている斜面や沢・谷に異常を感じ取った場合には、速やかに避難行
動を取ってください。このとき、むやみに斜面や沢・谷に近づくことは危険なため、
やめましょう。

地面のひび割れ 地鳴り・山鳴り 流木の発生

井戸水の濁り 亀裂・水の吹き出し 水のしみ出し・落石

土砂災害の特徴
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出典：政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201106/2.html

土石流 がけ崩れ 地すべり

主 な 前 兆 現 象

・山鳴りがする

・急に川の水が濁り、
流木が混ざり始める

・腐った土のにおいが
する

・降雨が続くのに川の
水位が下がる

・立ち木が裂ける音や
石がぶつかり合う音が
聞こえる

・がけにひび割れができる

・小石がパラパラと落ち
てくる

・がけから水が湧き出る

・湧き水が止まる・濁る

・地鳴りがする

・地面にひび割れ・陥没
ができる

・がけや斜面から水が噴
き出す

・井戸や沢の水が濁る

・地鳴り、山鳴りがする

・樹木が傾く

・亀裂や段差が発生する

雨が降っていなくても発生する可能性があります。
こんな現象に気付いたら注意！！



高潮災害から命を守る！
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高潮災害のメカニズム

「高潮」とは、台風や低気圧等により発生する潮位の上昇のことです。発生メカ
ニズムを知って災害から命を守りましょう。

台風や低気圧に伴う強い風が沖から
海岸に向かって吹くと、海水は海岸に
吹き寄せられ、海岸付近の海面が上昇
します。

この効果による潮位の上昇は風速の
2乗に比例し、風速が２倍になれば海
面上昇は4倍になります。

高潮発生の
しくみ

台風や低気圧の中心では気圧が周辺
より低いため、気圧の高い周辺の空気
は海水を押し下げ、中心付近の空気が
海水を吸い上げるように作用します。

その結果、海水が上昇し、気圧が
1ヘクトパスカル（hPa）下がると、
潮位は約1cm上昇すると言われてい
ます。

出典：気象庁HP 出典：気象庁HP

気圧低下による
吸い上げ現象

風による
吹き寄せ現象



12

高潮災害の特徴

日頃、目にしている海辺の状況等に異常を感じた場合には、速やかに避難行動
を取ってください。このとき、むやみに海岸や河川等に近づくことは危険なため、
やめましょう。

・高潮と満潮のタイミングが重なる

⇒ 潮位はよりいっそう上昇して被害を
拡大させるおそれ

・台風などによる強い風が海岸部に長時間
吹き続ける

⇒ 海岸に海水が吹き寄せ海面が上昇し
浸水のおそれ

・高潮と洪水のタイミングが重なる

⇒ 河川沿いを中心に浸水が拡大するおそれ

・自然地形が湾や入り江などのすぼむ地形

⇒ 湾内では高潮がさらに増幅し、潮位が
高くなるおそれ

・通常の満潮の高さより地盤が低い地域

⇒ 特に浸水が広がりやすく、浸水が
長期化のおそれ

・台風の進行方向に対し、右側にあたる地
域では、風や高潮、高波が特に強くなる

⇒ 高潮氾濫のおそれ



津波災害から命を守る！
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津波災害のメカニズム

「津波」とは、地震に伴って発生する大きな波です。発生メカニズムを知って災
害から命を守りましょう。

津波発生の
しくみ

海底下で大きな地震が発生すると、断層運動により海底が隆起
もしくは沈降します。これに伴って海面が変動し、大きな波とな
って四方八方に伝播するものが津波です。

津波で
気を付けること

遠地津波

海岸から遠く離れた場所、ときには地球の反
対側の南米で地震が起こった場合でも、津波が
海を渡って伝わり、日本の沿岸に来襲して被害
をもたらすことがあります。また、津波は地震
の他に、海底火山や海底地すべり、地上の地す
べりで海中に大量の土砂が流れ込んだ場合でも
発生することがあります。

体で地震の揺れを感じなくても、以下のような場合に津波が発
生するため注意が必要です。

津波地震

地震の波動は比較的小さいものの、大きな津
波が発生することがあります。このような地震
を「津波地震」と呼びます。1896年明治三陸
津波は「津波地震」の典型例であり、沿岸各地
の震度は2～3程度でしたが、 大40m近くの
大津波が発生し、2万人を超える方が亡くなる甚
大な被害を引き起こしました。
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日頃、目にしている海の状況や河川等に異常を感じた場合には、速やかに避難行動
を取ってください。このとき、むやみに海岸や河川等に近づくことは危険なため、や
めましょう。

津波災害の特徴

・津波は川をさかのぼる
⇒ 堤防を乗り越えて氾濫するおそれ

・津波は何度でも繰り返し襲ってくる
⇒ 一度逃げ切れたからと言って油断

するとおそわれるおそれ

・津波は波の高さが低くても強力
⇒ 1～2mの津波で家屋が全壊、

流出するおそれ

・津波は速い速度で広がる
⇒ 逃げおくれるおそれ

・津波はガレキを巻き込みながら破壊力
を増す
⇒ 堤防決壊や家屋流出のおそれ

・建物などに衝突するとせり上がる
⇒ 津波が建物に衝突した際は、せり

上がるおそれ



飲料水・食料 生活用品

□飲料水

□非常食

□手袋 □ナイフ

□雨具 □ライター

□タオル □ビニールシート

□缶切り □使い捨てカイロ

□ポリ袋

□サバイバル
ブランケット

□大判ハンカチ

貴重品

□現金

□予備のキー

□預貯金通帳（コピー） □カード類（コピー）

□健康保険証（コピー） □印鑑

□運転免許証（コピー） 救急・衛生用品

避難・情報グッズ □救急用品セット

□持病の薬

□マスク
□懐中電灯

□携帯ラジオ

大きな災害の発生に備えて、普段から持ち出し品や備蓄品を準備しておきしょう。

備蓄品チェックリスト

連 絡 先 メ モ

飲料水・食品・調理器具等 生活用品や衣類など

□飲料水（1人1日3リットル位）
□燃料（カセットコンロ、カセットボンベ）
□主食（米、乾麺など）
□主菜（インスタント食品、缶詰など）
□補助栄養食品、チョコレート
□副菜、調味料など
□キャンプ用の食器セット

□ポリ容器（給水用） □皿・コップ・箸
□ラップ □アルミホイル
□キッチンペーパー □缶切り
□鍋 □歯磨きセット
□せっけん □ドライシャンプー
□ろうそく □簡易トイレ（消臭剤も）
□新聞紙 □段ボール
□布製ガムテープ □スリッパ
□長靴 □ほうきとちりとり
□テント・タープ □寝袋
□ランタン □衣類（下着・上着）
□毛布 □手ぬぐい・タオル
□工具類（スコップ、バール、ジャッキ、ノコギリ、ペンチ、ロープ）

各家庭で必要なもの

□乳幼児（粉ミルク、離乳食など）
□高齢者等（やわらかい食品など）
□女性（生理用品など）

名 称 電話番号 メ モ

非常持ち出し品

非常備蓄品

※避難時に、リュックサックなどに詰めてすぐ持ち出せる必需品

＜ 発 行 ＞ 平成30年7月

＜お問合せ先＞ 福岡県 県土整備部

河川管理課 TEL:092-643-3690 FAX:092-643-3669

港湾課 TEL:092-643-3676 FAX:092-643-3688

砂防課 TEL:092-643-3678 FAX:092-643-3689

ペットボトル（500ミリリットル入
り）を3本以上

そのまま食べられる乾パンや缶詰、
栄養調整食品など

公衆電話で使える10円硬貨は多めに

自宅や車の物

バケツや雨具の代用など多用途に
使える

軽量・コンパクトで携帯に 適

マスクや止血など多用途に使える

※食料品は少なくとも3日分、できれば1週間分程度を用意しましょう。
また、水と燃料も1週間を目安に確保しましょう。

ほこり・感性症対策

一人にひとつ

ばんそうこう・消毒薬・胃腸薬・
ガーゼ・包帯・三角巾など


