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日南市防災マップ日南市防災マップ

災害注意

家族で、地域で、いざという時のために！
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1.避難情報の種類と避難の心得
2.情報の伝達経路と入手方法
3.津波災害への心得
4.洪水災害への心得
5.土砂災害への心得

1.家の備え（家の内外チェック）
2.一人ひとりの備え
3.家族での備え
4.地域での備え（自主防災組織）

防災マップ編
・・・・・・・・　 
・・・・・　 

　 
・・　 

1.防災マップの見方
2.津波ハザードマップ
3.洪水・土砂災害ハザードマップ
4.風水害時の避難所一覧
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わが家の防災メモ

避難（場）所

家族の連絡先

緊急連絡先

救急告知医療機関

地震時

津波時

離散時の集合場所

氏　名

名　称

水道（日南市役所水道課） ☎31-1171

☎23-1846

☎31-1138

☎23-1316

☎22-0110

☎23-3141

☎23-4311

☎23-3125

☎23-3111

☎27-1111

☎64-0305

国道（国土交通省日南国道維持出張所）

市道（日南市役所建設課）

宮崎県立日南病院

総務部  危機管理課
〒887-8585　日南市中央通一丁目1番地1
電話：0987-31-1125　E-mail: kikikanrika@city-nichinan.jp
〈URL〉 http://www.city.nichinan.lg.jp/

平成25年10月発行

日南市
日南市

日南市立中部病院

百瀬病院

宮崎県日南市木山一丁目9番5号

宮崎県日南市大堂津五丁目10番1号

宮崎県日南市南郷町大字中村乙2101

日南市消防本部

日南警察署

日南保健所

南那珂農林振興局

油津港湾事務所

電話番号

名　称 住　所 電話番号

住　所 電話番号

洪水時

土砂災害時

火事・救急119119番 110110番警察

名　称

下水道（日南市役所下水道課） ☎23-9977

☎23-4661

☎0985-25-4031

☎0120-986-706

☎113

☎0985-51-5988

☎22-3021

☎171

県道（日南土木事務所）

宮崎地方気象台

九州電力日南営業所

ＮＴＴ西日本宮崎支店

ＪＲ九州宮崎総合鉄道事業部

宮崎海上保安部

災害用伝言ダイヤル

電話番号
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（2）津波警報・注意報

（※）津波警報・注意報を発表し
ている津波予報区以外で海面
変動が予想される津波予報区
に発表されます。

津波に関する情報

発表される場合 内　　　容

高いところでも0.2m未満の海面変動のため、被害の心配はなく、
特段の防災対応の必要がない旨を発表します。

津波注意報解除後も
海面変動が継続するとき

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可能性
が高いため、海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては十
分な留意が必要である旨を発表します。

《 津波に関する警報・注意報について 》

《 津波予報について 》

発表する津波の高さ 解　　説種　　類

大津波警報

津波警報 地震規模推定の不確定性が
大きいと考えられる場合、
“高い”という表現で発表。

津波注意報 《1m》
●海の中や海岸付近は危険です。●海の中にいる人はただち
に海から上がって、海岸から離れてください。●潮の流れが速
い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり
海岸に近づいたりしないようにしてください。

●津波による被害が発生します。●沿岸部や川沿いにいる人
はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してくださ
い。●津波は繰り返し襲ってきます。警報が解除されるまで安
全な場所から離れないでください。

●大きな津波が襲い甚大な被害が発生します。●沿岸部や川
沿いにいる人はただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避
難してください。●津波は繰り返し襲ってきます。警報が解除さ
れるまで安全な場所から離れないでください。

大津波警報

津波警報

津波注意報

津波による災害の
おそれがあると
予想される場合

0.2m未満の海面変動が
予想されたとき

《 津波情報の種類 》

・各津波予報区の津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報
・各地（主な地点）の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報
・実際に津波を観測した場合の時刻や高さに関する情報

津波警報・注意報を発表した場合、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなどを
お知らせします。

地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報で
発表します。

津波予報（※）

《3m》

《5m、10m、10m超》
地震規模推定の不確定性が
大きいと考えられる場合、
“巨大”という表現で発表。

津波が予想されないとき 津波の心配なしの旨を地震情報に含めて発表します。

●予測される
　津波の高さに
　関する情報

●津波到達
　予想時刻

●津波到達
　予想時刻に
　関する情報

●各地の
　満潮時刻

地震発生地震発生地震発生地震発生

　地震発生後、津波による災害の発生が予想される場合は、大津波警報・津波警報・津波注意報、津
波情報を発表します。

地震の揺れ（震度）と被害想定
人は揺れを感じない。

屋内にいる人の一部が、
わずかな揺れを感じる。

多くの人が、行動に支障を感じる。
タンスなど重い家具や、屋外では自動販売機が倒れる。

一部の人は行動に支障を感じる。
家具が移動し、食器や本が落ちる。

立っていることが困難になる。
壁のタイルや窓ガラスが壊れ、壁に亀裂が生じる。

はわないと動けない。
ブロック塀が崩れ、戸がはずれて飛ぶこともある。

揺れで自分の意志で行動ができない。
大きな地割れ、山崩れ、家屋の倒壊が多発する。

屋内にいる人の多くが、揺れを感じる。
電灯などのつり下げ物がわずかに揺れる。

屋内にいる人のほとんどが揺れを感じる。
棚にある食器類が音を立てることもある。

眠っている人のほとんどが目を覚ます。
座りの悪い置物が倒れることもある。

1ー2 地震・津波に関する情報等

　「緊急地震速報」は、地震による強い揺れを、揺れが始まる前にお知らせするもので、報道機関や防
災機関から市民のみなさんに伝えられます。この「緊急地震速報」を見聞きしてから数秒～数十秒後
に強い揺れが始まりますので、この間に身を守るための行動をとる必要があります。ただし、震源域
に近い地域では「緊急地震速報」が強い揺れに間に合わないことがあります。

（1）緊急地震速報

震源から離れるほど猶予時間が長くなります数秒後

瞬時の
データ伝送
瞬時の
データ伝送地震計 気象庁 報道機関・防災機関など

情報発表から主要動到達までの猶予時間情報発表から主要動到達までの猶予時間
5秒5秒 10秒10秒 15秒15秒0秒0秒

S波（主要動）S波（主要動）

P波（初期微動）P波（初期微動）
地震
発生
地震
発生
地震
発生
地震
発生

震源近くで地震（P波）を検知すると、直ちに緊急地震速報を
発信するための処理を開始します。地震波との競争です。

情
報
を
発
表

緊急
地震速報
緊急
地震速報

Ｐ
波

（
初
期
微
動
）

を
観
測

1.地震・津波
1ー1 日向灘における地震・津波

　日南市において想定されている災害の特徴やその発生に伴って提供される情報について、市民一人
ひとりが最低限知っておくべき基礎的な知識を学びましょう。

地震・津波のこと、
風水害のことを知ろう！知識編

　日向灘地震は、陸側プレートの下に太平洋側からフィ
リピン海プレートが沈み込む境界面で発生するプレート
型地震で、Ｍ（マグニチュード）7.6前後の地震が約200
年に１回、ひとまわり小さいM7.1前後の地震が20～27
年に１回の頻度で発生していると推定されています。
　一方、内閣府は、平成23年3月11日に発生した東日
本大震災による地震や津波被害の惨状をふまえ、日
向灘を含めた4つの震源域で同時に地震が発生する
「南海トラフ巨大地震」による被害想定を公表しました。
この巨大地震の規模はM9.0、日南市沿岸域の震度は
最大6強の揺れが予想されています。
　宮崎県では、この公表に独自の検討を加え、M9.0の
地震で最大クラスの津波が悪条件で発生した場合の
津波浸水想定を平成25年2月に公表しました。日南市
では、地震発生から約14分後に津波高1ｍが到達し、
最大津波高は14ｍ、平均津波高は9ｍとなることが予
想されています。

南海トラフ

1899年
1931年
1939年
1941年
1961年
1968年
1969年
1970年
1984年
1996年

1662年

日向灘地震
（M6.5～M7.5）
日向灘地震

（M6.5～M7.5）

慶長地震（M7.9）

宝永地震（M8.6）

安政東海・
南海地震（M8.4）

南海トラフ巨大地震
（M9.0）

東南海地震（M7.9）
昭和南海地震（M8.0）

1605年1605年
102年

147年

102年

147年

90年90年

1707年1707年

1854年1854年

1946年1946年

？年？年

空白域

各地震の想定震源域

1944年1944年

東海
地震

東南海
地震

日向灘
地震 南海地震

内閣府中央防災会議に
よる、南海トラフ巨大
地震の想定震源域
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2ー3 土砂災害警戒情報

2ー4 高潮警報・注意報

　土砂災害警戒情報は、市町村長が避難勧告等を発令する際の判断材料となる重要な情報です。
土砂災害警戒情報が発表されたら、土砂災害に厳重に警戒し、自主避難の判断を行ってください。
　また、土砂災害警戒情報が発表されていなくても、地形や地質の条件により土砂災害が発生する
おそれがあります。防災情報や土砂災害の前兆現象（P12参照）などにも十分注意してください。

　気象庁は、台風や低気圧などにより発生する
高潮により重大な災害のおそれがあると予想
される場合は、高潮警報・注意報（警報：潮位
1.8ｍ、注意報：潮位1.4ｍ）を発表します。
　満潮に重なると広い範囲で浸水するおそれ
があり、大雨や暴風により避難が困難になるこ
ともあります。高潮の発生には十分に警戒して
ください。

大雨警報が発表され
た後、さらに大雨が続
くと、土石流などの土
砂災害のおそれが高
まります。

宮崎県と宮崎地方気象台が共同
で土砂災害の危険性が極めて高
い市町村名を発表します。

などを発令する場合があります。
テレビ、ラジオ等からの広報に
十分気を付けてください。

土砂災害警戒情報
の発表

日南市ではこれを受け、

予報用語

猛烈な雨

激しい雨

強い雨

やや
強い雨

非常に
激しい雨

1時間雨量

80㎜以上

滝のように降る
（ゴーゴーと降り続く）

バケツをひっくり
返したように降る

どしゃ降り

ザーザーと降る

50㎜以上～
80㎜未満

30㎜以上～
50㎜未満

20㎜以上～
30㎜未満

10㎜以上～
20㎜未満

人の受けるイメージ 屋外の様子 災害発生状況

水しぶきで
あたり一面が
白っぽくなり
視界が悪くなる

この程度の雨でも長く続く時は注意が必要

道路が川の
ようになる

地面一面に
水たまりが
できる

越波

堤防・防潮堤

台風や低気圧

堤防・防潮堤 通常潮位

避難準備情報 避難勧告

《 雨の強さと降り方 》

息苦しくなるような
圧迫感がある恐怖を
感じる

雨による大規模な災害の発生するおそれが強く厳重な警
戒が必要

山崩れ・崖崩れが起きやすくなり危険地帯では避難の準
備が必要、都市では下水管から雨水があふれる

側溝や下水、小さな川があふれ小規模の崖崩れが始まる

都市部では地下室や地下街に雨水が流れ込む場合がある、
マンホールから水が噴出する、土石流が起こりやすい、多く
の災害が発生する

ト ピ ク スッ 特別警報の発表
《 身を守るために最善を尽くしてください 》
気象庁では、上記のような警報の発表基準をはるかに超える大雨等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高
まっている場合、新たに「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼びかけます。
特別警報が出た場合は、数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。周囲の状況や避難指示など
の情報に留意し、ただちに命を守るための行動をとってください。

2.洪水・土砂災害

2ー1 大雨洪水警報・注意報

2ー2 洪水に関する河川情報
　大雨により広渡川、酒谷川の水位が上昇した場合、気象庁は宮崎県と共同して、「指定河川洪水予
報」を行っています。発表される洪水予報には、はん濫注意情報、はん濫警戒情報、はん濫危険情報、
はん濫発生情報の４つがあります。それぞれの情報に注意し、すばやい行動を心がけましょう。

記録的短時間大雨情報 1時間に120mm以上の記録的短時間大雨を観測した場合

テレビ・ラジオ等
による情報入手

日南市
避難勧告等発令
（必要に応じ）

宮崎県：河川情報を発表

市民のみなさん

　日南市は、梅雨前線や台風等による集中豪雨、局所的に短時間で発生する集中豪雨（ゲリラ豪雨）
が頻繁に発生し、人命や家屋等に被害を受けるほか、台風の襲来時には高潮も発生しています。
　気象庁では、雨の強さや降り方と災害発生状況の目安を示しています。市民のみなさんも日頃から
雨の様子に注意しておきましょう。

　宮崎地方気象台から以下の警報・注意報等が発表された場合は、災害への注意や警戒が必要です
（発表の基準は市内各地域により異なります）。市では、これらの警報・注意報を受けて迅速に災害対
応を進め、市民のみなさんに伝達します。

　数年に一度の猛烈な雨を観測した場合には、「記録的短時間大雨情報」が発表されます。

※1：“土壌雨量指数”とは、降った雨が土壌中に水分量としてどれだけ貯まっているかを指数化したものです。
※2：“流域雨量指数”とは、河川の流域に降った雨水が、どれだけ下流の地域に影響を与えるかを指数化したものです。
※3：“指定河川洪水予報”とは、あらかじめ指定した河川について、区間を決めて水位または流量を示した洪水の予報です。

はん濫注意水位

水防団待機水位

避難判断水位

はん濫危険水位

雨

堤
　
防

はん濫のおそれが生じる水位

避難判断の参考となる水位

水防団の出動の目安とする水位

水防団が出動のために待機する水位

警
　
報

注
意
報

警報・注意報の種類

大雨（浸水害） 雨量基準 日南市北郷町：1時間雨量80mm
それ以外：1時間雨量60mm

日南市北郷町：1時間雨量80mm
それ以外：1時間雨量60mm
日南市南郷町：南郷川流域=17
それ以外（日南市北郷町除く）：細田川流域=9、南郷川流域=10
日南市南郷町：1時間雨量30mmかつ流域雨量指数 南
郷川流域=11
広渡川水系広渡川［東郷橋・谷之城橋］
広渡川水系酒谷川［東光寺橋・本町橋］

日南市南郷町：南郷川流域=14
それ以外（日南市北郷町除く）：細田川流域=7、南郷川流域=8
日南市南郷町：1時間雨量20mmかつ流域雨量指数 南
郷川流域=11
広渡川水系広渡川［東郷橋・谷之城橋］
広渡川水系酒谷川［東光寺橋・本町橋］

171

1時間雨量40mm

1時間雨量40mm
171

土壌雨量指数（※1）基準

雨量基準

流域雨量指数（※2）基準

複合基準

指定河川洪水予報（※3）による基準

雨量基準
土壌雨量指数基準
雨量基準

複合基準

流域雨量指数基準

指定河川洪水予報による基準

大雨（土砂災害）

洪水

大雨

洪水

基準項目 該当する条件
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状況に応じて、すばやく
避難しましょう！

市役所から情報が来る前でも、雨
の状況などから判断し、自宅のガス
の元栓を閉じ、電気のブレーカーを
落として避難しましょう。

外出中の家族には
連絡メモを残そう！

「どこどこへ避難する」といった
ようなメモを残しておくと良いで
しょう。

自分の住所、氏名、
連絡先などを記載した
防災メモを持とう！

特に高齢者や子どもは、事前にメモを
用意し、身につけて避難しましょう。

集団で助け合おう！

単独での行動は避け、近所の人
たちと集団で決められた場所へ
避難しましょう。

避難は徒歩で！

車は、約30㎝の浸水で走行困難
になります。車での避難は避け
ましょう。

安全なルートで！

川べり、橋、地下歩道などはでき
るだけ避け、安全な広い道を選
びましょう。

非常持ち出し品はリュックサック
にまとめ、両手が自由に使えるよ
うにしましょう。

避難所に着いたら、住所、氏名を
報告しましょう。

持ち出し品は
最小限に！

避難（場）所では係の人の
指示に従いましょう！　

1ー3 避難時の心得

1

2

3

4 8

7

6

5

ト ピ ク スッ 洪水時の避難

《 歩行避難困難度 》

浸水する前に早めに避難しましょう。
約2.5倍から4倍の時間
洪水時における徒歩での避難は、大人で通常の場合の

がかかります。

ひざより下の
浸水深の場合

ひざから腰までの
浸水深の場合

《 避難のポイント 》
足元に注意 歩ける水の深さ

足の不自由なお年寄り
を背負い、小さい子供は
ベビーバスに載せる方法
もあります。

子供やお年寄りを
安全に

小さい子供などは大人と
ロープで体をつなぎま
しょう。

ロープに
つながって

1時間に歩ける距離は

です。約1.1km
1時間に歩ける距離は

です。約1.6km

水中のマンホールや溝に
注意し、長い棒を杖代わ
りにして確認しましょう。
道路はできるだけ真ん中
を歩きましょう。

男性は70 cm、女性は
50cmが限度です。水深が
腰以上まであるときは、無
理な避難をせず、家屋2階
など、近くの高いところに
避難しましょう。

1ー1 避難情報の種類と行動

1ー2 災害時要援護者の支援

1.避難情報の種類と避難の心得

正しく情報を入手し、
各災害の特徴を心得て避難しましょう！心得編

　災害の危険が高まり、避難が必要となる場合、市は避難情報を発表します。市民のみなさんは、情
報を確認し、適切な行動をとってください。市で避難情報を発表する前でも危険を感じたら自主的に
避難してください。

　災害時要援護者とは、年齢や障がい、言葉の違いなどによって災害発生時の対応に何らかのハンデ
を負っている人々のことです。一般に高齢者や障がい者、乳幼児や妊産婦、日本語を十分に理解でき
ない外国人の方々などが該当します。
　地域で協力しあいながら、近所の高齢者、障がい者などの安否確認、避難場所や避難所への移動
を支援しましょう。

高齢者・病人
目の不自由な方

肢体の不自由な方（車椅子）

声をかけ、情報を伝える。
誘導する場合は、杖を持った方の手に
は触れず、ひじのあたりを軽く持って、
半歩手前をゆっくり歩く。

●おんぶして安全な場所まで避難する。
●複数の介助者で対応する。

階段では２人以上が必要。上りは前向き、
下りは後ろ向きにして移動する。
介助者が１人の場合、ひもなどを用意し、
おんぶして避難する。

話すときは、口をハッキリと開け、相
手にわかりやすいようにする。
手話、筆談、身振りなどの方法で正確
な情報を伝える。

耳の不自由な方

《 市からの発表のタイミング 》 《 とるべき行動 》

高齢者、子ども、障がいがある方など、
避難に時間を要する方は、

早めに自主的な避難行動を開始してください。
災害による人的被害の発生する可能性が

高まってきている状態

災害による人的被害の発生する可能性が
明らかに高まった状態

切迫した状況であり、災害による人的被害の
発生する可能性が非常に高いと判断された状態、

または人的被害が発生した状態

指定された避難所へ
避難行動を開始してください。

指定された避難所へ
直ちに避難してください。

※避難命令という避難情報はありません。

避難準備情報

避難勧告

避難指示

　災害時には多くの情報が交錯し、間違った情報が流れることがあります。災害の状況や避難の情報
を正しく入手する方法はもちろん、災害別の特徴、災害に応じた避難の方法や注意点などもしっかり
と心得ておきましょう。

●

●
●

●
●

●
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携帯電話災害用伝言板の使い方

災害用伝言ダイヤルの使い方

☎171+1+

2ー3 災害時の連絡について

　地震や津波などの大規模災害発生時は、電話がつながりにくい状況が1日～数日間続くことがあり
ます。このような場合は、「災害用伝言ダイヤル」、「携帯電話災害用伝言板」が開設されます。これは、
被災地内やその他の地域の人々との間で、安否情報を確認するための電話サービスです。

　災害によって電話が通じなくなったときのために、災害用伝言ダイヤル「171」を覚えておきましょう。

　各携帯電話会社のトップメニューから「災害用伝言板」等へアクセスし、伝言を入力または確認する
ことができます。あらかじめ確認しておきましょう。

伝言を録音する場合 伝言を再生する場合

伝言を入力する場合

「登録」を選択して伝言を入力する。 「確認」を選択し、安否を確認したい人の
携帯電話番号を入力して伝言を見る。

伝言を確認する場合

ＮＴＴドコモ ａｕ ソフトバンク ウィルコム イー・モバイル

自分の家の電話番号
（市外局番から）

☎171+2+連絡を取りたい方の電話番号
（市外局番から）

《 スマートフォンからの利用等は各社ホームページで確認しましょう 》

災害用伝言ダイヤルセンター

iMenu・トップ Ez・トップ Yahoo!ケータイ・トップ H”LINK・トップ EM・トップ

災害用安否確認 災害用伝言板

音声ガイダンスにしたがって
録音・再生してください。

録音 再生

　気象情報、災害情報等は、下図のような経路で市民のみなさんに伝えられます。

2.情報の伝達経路と入手方法
2ー1 情報の伝達経路

2ー2 インターネット等による情報の入手方法

避難情報気象情報、災害情報等

宮崎県

宮崎地方気象台

市民のみなさん

日南市
避難準備情報

避難勧告

避難指示

・テレビ（ケーブルテレビ）　・ラジオ　・同報系防災行政無線
・防災ラジオ　・広報車、消防車　・防災気象メールにちなん（災害情報のEメール送信）

・市ホームページ　・エリアメール  等

　気象情報、災害情報等は、インターネット等を活用して入手することができます。

日南市の避難所・避難場所一覧、標高マップ、地域防災計画などを見ることができます。

宮崎県内の雨量観測情報、水位観測情報、洪水予報発表情報などを見ることができます。

国道220号（日南海岸線）の現在の通行規制情報、降雨分布、降雨状況の変化などをリアルタイムで見ることができます。

緊急情報、防災気象情報等の災害に関する情報をパソコンや携帯電話にメールでお知らせします。
パソコンの方は上記のサイトから、携帯電話の方は右のＱＲコードから登録してください。

防災・気象メールにちなん（災害情報のＥメール配信）
https://service.sugumail.com/nichinan/member/

日南市防災・危機管理情報

http://kasen.pref.miyazaki.jp/index.html

http://www.miyazaki-bousai.jp/

日南市防災・危機管理情報サイト

宮崎県雨量・河川水位観測情報サイト

国道220号（日南海岸線）通行規制情報サイト

気象情報や警報・注意報、天気図など多くの情報を見ることができます。
http://www.jma-net.go.jp/miyazaki/

宮崎地方気象台

▲QRコード
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3ー3 津波発生時の心得 10カ条

　海岸や川の近くで地震の揺れを感じたら、実際に津波が見えなくても、速やかに避難しましょう。
津波が海岸にやってくるのを見てから避難を始めても間に合いません。

小さな揺れの地震でも、長い
時間ゆっくりとした揺れの場
合、津波が来襲することがあ
ります。

1 満潮の時は特に要注意

水位が高くなっているの
で、被害が大きくなります。

6

高い場所へ避難する

海岸から「より遠くへ」ではなく、
「より高い」場所へ避難しましょう。

2 正しい情報を聞く

テレビ、ラジオ、防災行政無線、
防災ラジオ、市ホームページな
どで正しい情報を入手しま
しょう。

7

津波のスピードは速い！

「注意報」や「警報」が出
る前に来る津波もあり
ます。強い揺れを感じた
ら、津波被害のおそれの
ある地区の住民は、直ち
に避難しましょう。

3 河川に近づかない

津波は河川をさかのぼり、
内陸深くまで進入すること
もあります。河川には絶対
に近づかないようにしま
しょう。標高の低い河川近
辺は特に危険です。

8

津波はくり返し来る！

津波は2回、3回とくり返し
襲ってきます。また、第1波
が最大の高さになるとは
限りません。波が落ちつく
までは注意しましょう。

4 海岸に近づかない

注意報、警報が解除される
まで海辺には絶対に近づ
かないようにしましょう。

9

引き潮がなくても注意

震源付近の地形によって
は、引き潮が起こることな
く最初に大きな波が押し
寄せる場合もあります。

5 海上では
船舶は無線などの情報で
すみやかに行動しましょ
う。

10

小さな揺れでも油断禁物！
　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。
　津波は、海が深いほど速く伝わる性質があり、沖合いではジェット機に匹敵する速さで伝わりま
す。逆に、水深が浅くなるほど速度が遅くなるため、津波が陸地に近づくにつれ、後から来る波が前の
波に追いつき、波高が高くなります。

　宮崎県は、県内沿岸市町における津波による
「浸水域」と「浸水深」を示した津波浸水想定を公
表しました（平成25年2月）。津波浸水想定は、今
後の津波対策を実施するうえで重要なものです。
　内閣府中央防災会議専門調査会では、東日本
大震災の教訓をふまえ、次の二つのレベルの津
波を想定することを示しています。

「津波浸水想定」は、津波防災地域づくりに関する法
律（平成23年法律第123号）第8条第１項に基づいて
設定するもので、津波防災地域づくりを実施するため
の基礎となるものです。
「津波浸水想定」は、最大クラスの津波が悪条件下に
おいて発生した場合に想定される浸水の区域（浸水
域）と水深（浸水深）を表したものです。
最大クラスの津波は、現在の科学的知見を基に、過去
に実際に発生した津波や今後発生が想定される津
波から設定したものであり、これよりも大きな津波が
発生する可能性がないというものではありません。
浸水域や浸水深は、局所的な地面の凹凸や建築物の
影響のほか、地震による地盤変動や構造物の変状等
に関する計算条件との差異により、浸水域外でも浸
水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする
場合があります。
「津波浸水想定」の浸水域や浸水深は、避難を中心と
した津波防災対策を進めるためのものであり、津波
による災害や被害の発生範囲を決定するものではな
いことにご注意下さい。
浸水域や浸水深は、津波の第一波ではなく、第二波
以降に最大となる場所もあります。
「津波浸水想定」では、津波による河川内や湖沼内の
水位変化を図示していませんが、津波の遡上等によ
り、実際には水位が変化することがあります。

　本市の防災マップでは、宮崎県による“最大ク
ラスの津波”を想定した津波浸水想定を示してお
り、市民の避難対策の基礎資料となるものです
（詳しくは右に示す留意すべき点を参照してくだ
さい）。

3ー1 津波とは

3ー2 日南市の津波浸水想定の考え方

3.津波災害への心得

・最大クラスの津波（Ｌ２津波）
・比較的発生頻度の高い津波（Ｌ１津波）

津波浸水想定の留意すべき点
○

○

○

○

○

○

○

重 要

《 津波の速度と高さ 》

10m
100m 500m 5000m

800km/h250km/h
110km/h

36km/h

津波津波
地震発生地震発生

海水の隆起

断層の動き

地震により海底・海面が
隆起・沈降

高く

高く
高く

海面変動が大きな波
となり四方八方へ伝播
→沿岸へ来襲

1

2

海岸線
浸水域

東京湾平均海面（T.P.）

浸水深／陸上の各地点で水面が最も高い位置にきたときの地面から
　　　　水面までの高さ（深さによる色分けはP18参照）。

浸水域／海岸線から陸域に津波が遡上することが想定される区域。

浸水深（m）
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5ー1 土砂災害とは

5ー3 土砂災害の心構え

●がけに割れ目がみえる。
●がけから小石がパラパラと落ちる。
●斜面がはらみだす。

●表面流が生じる。
●がけから水が噴き出す。
●湧水が濁りだす。

●樹木が傾く。

●樹木の根が切れる音がする。
●樹木の揺れる音がする。
●地鳴りがする。

がけ崩れ（急傾斜地の崩壊）
●渓流付近の斜面が崩れだす。
●落石が生じる。

●川の水が異常に濁る。
●雨が降り続いているのに
　川の水位が下がる。
●土砂の流出。

●濁水に流木が混じりだす。

●渓流内の火花。

●樹木の根が切れる音がする。
●樹木の揺れる音がする。
●地鳴りがする。

土石流 地すべり
●地面にひび割れができる。
●地面の一部が落ち込んだり
　盛り上がったりする。

●沢や井戸の水が濁る。
●斜面から水が噴き出す。
●池や沼の水かさが急減する。

●樹木が傾く。

●家や擁壁に亀裂が入る。
●擁壁や電柱が傾く。

●樹木の根が切れる音がする。

山・斜面・
がけ

水

樹木

におい

その他

音

移動主体五感

視
　
　
　
　
　
　
　
覚

●腐った土のにおいがする。

こんなときは要注意 土砂災害の前ぶれ（前兆現象）

《少しでも身に危険を感じたら速やかに避難しましょう》

5.土砂災害への心得

※下記は一般的な前ぶれです。すべての場所において必ず起きるというものではありません。

「●●危険箇所看板」は要注意 危険な箇所は調べておこう
防災マップなどで日頃からどこ
が危険か、避難場所はどこか、確
認しておきましょう。

避難の道順を決めておく

　大雨や台風、地震が起きたときには、地盤がゆるみ、がけ崩れや土石流、地すべりといった土砂災害
を引き起こす可能性があります。土砂災害から身を守るためには、まず自分の家の周りに危険がない
か確かめることが重要です。

　土砂災害には前兆現象があります。前兆現象を確認したら速やかに避難するとともに、日南市役所
危機管理課（Tel.31-1125）へ連絡してください。

地中にしみ込んだ水分により、
急な斜面が突然崩れ落ちる現
象です。突然起きるため、家の付
近で起きると逃げ遅れる人も多
く、死者の割合も高くなります。

長雨や集中豪雨などによっ
て、山や川の石と砂が水と
一体となって一気に下流へ
押し流される現象です。

大雨や長雨等により雨水が地
面にしみこみ、水の力によって
持ち上げられた地面が広い範
囲にわたりゆっくりと動きだ
す現象です。

がけ崩れ 土石流 地すべり土
砂
災
害
の
種
類
に
は
、大
き
く
分
け
て
３
つ
の
タ
イ
プ

が
あ
り
ま
す
。自
分
の
周
り
の
土
砂
災
害
危
険
箇
所
が
ど

の
タ
イ
プ
で
あ
る
か
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

5ー2 土砂災害の前ぶれ

土砂災害が発生するおそれのある区域
内には、「●●危険箇所看板」がたって
いることがあります。自分の家の近く
にないか注意して見ておきましょう。

避難する道に危険な場所がな
いか、日頃から調べておきま
しょう（P15参照）。

遊んでいる子供たちや工事中の作業員は、周囲の状況の変化に気付きにくいため、保護者や監督者は、
危険を感じたら、すぐに避難を指示しましょう。

●危険を感じたら、ただちに避難！

　洪水には、川の堤防が壊れたり堤防から水が溢
れたりして発生するはん濫（外水はん濫）と、降っ
た雨が水路や下水道などで排水しきれなくなるこ
とにより起こるはん濫（内水はん濫）があります。
　洪水の発生する仕組みを理解し、みなさんが住
んでいる地域ではどのようなタイプの洪水が発生
しやすいかを確認しておきましょう。

4ー1 外水はん濫と内水はん濫

4.洪水災害への心得

こんな時は要注意

●河原や川の中州での
　キャンプ、バーベキュー

●地下をくぐる形式の立体
　交差（アンダーパス）

●河川や下水道の工事現場●川などでの釣りや水遊び

看　板

警報装置

川の状態

空の状態

レーダーなどの観測情報

警報や注意報

天気予報

（携帯電話などで入手）

総雨量は少な
くても、

十数分で甚大
な被害が

発生すること
があります

□チェックすべき事

もし、こんな場面にいたら…もし、こんな場面にいたら…

　近年、急激に発達した積乱雲に伴う局地的な大雨（ゲリラ豪雨）による痛ましい事故が起こってい
ます。このような事故は、雨による災害への警戒・注意を促す大雨警報・注意報に至らないような雨量
でも起こることがあります。

4ー2 局地的大雨（ゲリラ豪雨）から身を守る

危険を感じたらすぐに身の安全を図ってください天気の急変に注意し、天気の急変に注意し、

「危険区域には立ち入らない」などの表現がある

サイレンの音が聞こえる

「水かさが増えてきた」「濁ってきた」「流木や落ち葉が流れてきた」

「急に真っ黒な雲が近づいてきた」「雷鳴が聞こえる」「稲光が見えた」

周辺や上流で雨が降っている

雷注意報、大雨や洪水の警報・注意報が出ている

「大気の状態が不安定」「雷」「天気の急変」などの表現がある

！

内水はん濫外水はん濫


