
「ハザードマップと避難情報」
＋

「マイタイムラインの作成」

名張市 防災担当監 河合良晃
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○気象庁：大雨・洪水警報の危険度分布等

・ 「土砂災害警戒判定メッシュ情報」

・ 「大雨警報の（浸水害）の危険度分布」

・ 「洪水警報の危険度分布」

・ 「高解像度降水ナウキャスト」

○三重県土砂災害情報提供システム：土砂災害危険度情報

○警察、消防団、広報車、サイレン、警鐘、自主防災組織を通じた電話連絡

○ａｄｓＦＭ：旧ＦＭなばり（防災ラジオ） ○テレビ

○防災ほっとメール（登録制） ○緊急速報メール ○名張市ホームページ等

○名張市防災マップ

○名張市洪水・土砂災害ハザードマップ

○三重県土砂災害情報提供システム：土砂災害マップ

平常時
ハザードマップと避難情報

気象警報時

○近所の人

避難勧告等時

停電情報

停電情報お知らせ
サービス（中部電力）
（スマホ無料アプリ）

「中部電力停電情
報」で検索

川の防災情報

カメラ、ダム、
観測所検索等

川の水位情報

危機管理型水位計
○テレビの文字データ放送

はＨＰで確認を

情報の入手の手段

○スマホの防災アプリ



１ 土砂災害
（１） 土砂災害危険箇所
平成１４年三重県が図上調査し公表
・ 土石流危険渓流
・ 急傾斜地崩壊危険箇所
（２） 土砂災害警戒区域等

（土石流、急傾斜地）の区分で、三重
県が現地調査の上指定

・ 土砂災害警戒区域（イエローゾーン）
・ 土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）
２ 浸水した場合の想定水深（家野上流域）
・ ２４年３月版 １/100年 262ｍｍ/９時間
・ ３１年３月版 １/1000年 380ｍｍ/９時間
３ ため池ハザードマップ
地震や台風等により、決壊した場合に想
定される浸水被害の範囲
４ その他

～名張市洪水・土砂災害ハザードマップ2019年版～

3

土砂災害警戒区域へ移
行しました。ハザードマッ
プの更新準備中です。
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想定最大規模降雨（１０００年に１度程度の
降雨量：名張市家野地点上流域の９時間総
雨量約３８０ｍｍ）による洪水浸水想定区域
、浸水した場合に想定される水深

黄色0.5ｍ未満

①名張市洪水・土砂災害ハザードマップ

５ｍで２階のひさし
（家にいては危険）

３ｍで１階のひさし
（２階に避難は可能）

土砂災害特別区域
（イエローゾーン）

斜線：ため池ハザ
ードマップ浸水区域

赤茶３ｍ～５ｍ

黄土色0.5ｍ～3ｍ

土砂災害特別警戒区域
（レッドゾーン）

ピンク5ｍ～10ｍ

美旗地域ハザードマップ

鶯鳴会
れもんぐらす
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三重県土砂災害情報提供システム
「土砂災害警戒区域マップ」

土砂災害警戒区域
（通称：イエローゾーン）

急傾斜地の崩壊等が発
生した場合に、住民の生
命又は身体に危害が生
ずるおそれがあると認め
られる区域

土砂災害警戒区域（通
称：イエローゾーン）

土砂災害特別警戒区域
（通称レッドゾーン）

土砂災害防止法に基づ
いて、現地調査の上、

「急傾斜地の崩壊（がけ
崩れ）」「土石流」により
被害を受けるおそれの
あると認められる区域を
三重県が指定

土砂災害特別警戒区域
（通称レッドゾーン）

急傾斜地の崩壊等が発生し
た場合に、建築物損壊が生
じ住民等の生命または身体
に著しい危害が生ずるおそ
れがあると認められる区域

防災みえｊｐ > 緊急時お役立ち情報・三重県土
砂災害情報提供システム > 土砂災害マップ

鶯鳴会
れもんぐらす

①
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土砂災害マップ（土砂災害警戒区域）

名張駅

平尾山カル
チャーパーク

名張小、名張中

名張高

防災みえｊｐ｜緊急時お役立ち情報 > 三重県土砂災害情報提供システム >
土砂災害マップ

②
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ピンク5ｍ～10ｍ 赤茶３ｍ～５ｍ

黄土色0.5ｍ～3ｍ

黄色0.5ｍ未満

東町洪水・土砂災害ハザードマップ（拡大）

土砂災害警戒区域
（イエローゾーン）

土砂災害警戒区域
（通称：イエローゾーン）

急傾斜地の崩壊等が発
生した場合に、住民の
生命又は身体に危害が
生ずるおそれがあると
認められる区域

②



黄色0.5ｍ未満

名張市洪水・土砂災害ハザードマップ（名張・箕曲地域）

５ｍで２階のひさし
（家にいては危険）

３ｍで１階のひさし
（２階に避難は可能）

土砂災害特別区域
（イエローゾーン）

斜線：ため池ハザ
ードマップ浸水区域

赤茶３ｍ～５ｍ

黄土色0.5ｍ～3ｍ

土砂災害特別警戒区域
（レッドゾーン）

ピンク5ｍ～10ｍ

想定最大規模降雨（１０００年に１度程度の
降雨量：名張市家野地点上流域の９時間総
雨量約３８０ｍｍ）による洪水浸水想定区域
、浸水した場合に想定される水深 8

市指定避難所

災害によって避難
できる避難所が異
なりますので注意
ください。

桜ヶ丘区

③



土砂災害特別警戒区域
（通称レッドゾーン）

急傾斜地の崩壊等が発
生した場合に、建築物損
壊が生じ住民等の生命ま
たは身体に著しい危害が
生ずるおそれがあると認
められる区域

土砂災害警戒区域
（通称：イエローゾーン）

急傾斜地の崩壊等が発
生した場合に、住民の
生命又は身体に危害が
生ずるおそれがあると
認められる区域

三重県土砂災害情報提供システム
「土砂災害警戒区域マップ」

防災みえｊｐ > 緊急時お役立ち情報・三重県土
砂災害情報提供システム > 土砂災害マップ

桜ヶ丘区

9

③
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桜ヶ丘区土砂災害警戒区域

防災みえｊｐ > 緊急時お役立ち情報・三重県土
砂災害情報提供システム > 土砂災害マップ

土砂災害特別区域
（イエローゾーン）
土砂災害特別区域
（イエローゾーン）
土砂災害特別区域
（イエローゾーン）

桜ヶ丘区

平尾山カルチャーパーク（平
らな場所）があり雨水がたま
り易いことから、土砂災害が
発生し易い。（地中が水で満
たされると崩壊発生の要因）

③
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画像出典：近畿地方整備局
木津川上流河川事務所
「平成２９年台風第２１号に
よる出水概要 第１号」より

赤目中学校付近平成２９年１０月２２日から
２３日にかけての台風２１
号の大雨時の名張市での
最大９時間雨量１９３．５ｍ
ｍ

１ 道、畑、側溝等が
判別できない。
２ 移動する場合は、
棒等で足元を確かめ
ながら

冠水時（伊勢市）



土石流

• 山鳴りがする

• 急に川の水が濁り、流木が混ざり始める

• 腐った土の匂いがする

• 降雨が続くのに川の水位が下がる

• 立木が裂ける音や石がぶつかり合う音
が聞こえる 12

急傾斜地崩壊

• がけに割れ目が見える。

• 水が湧き出ている。

• 小石がパラパラ落ちてくる。

• 木の根が切れる音がする。

主な前兆現象
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名張川の河道の変遷
宇陀川は現在よりずっと山手、
大屋戸方向へほぼ直流

夏見橋・新町橋間の名張川は宇流富志祢神社下で右折し、
産業会館付近で宇陀川と合流

「木津川史」による
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川の水位情報

川の防災情報

川の防災情報
水位観測所付近の川の断面図
観測所：名張（なばり）
名張市南町
名張大橋下流約６０ｍ

川の水位情報
危機管理型水位計により、大
雨で川の水位が上がってくる
と、１０分おきの川の水位観
測情報が示されます。

川が氾濫するまであと○ｍと
いう表示が時系列グラフで示
されます。

氾濫開始水位

危険水位

観測開始水位

氾濫危険水位

避難判断水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

川の情報の確認
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① 高解像度降水ナウキャスト
http://www.jma.go.jp/jp/highresorad/

② 土砂災害警戒判定メッシュ情報
http://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/

③ 大雨警報（浸水害）の危険度分布
http://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/inund.html

④ 洪水警報の危険度分布
http://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html
※HPでは6時間前の画像まで確認可能

ここをクリック

① ②

■ 気象庁ホームページで公開している「危険度分布」

○ 平成２９年１０月２２日～２３日の台風第２１号の接近・上陸時（２３日０３時ごろ静岡県）での状況

※ １０月２２日２３時００分時点の危険度分布状況

④

気象庁HP（
http://www.jma.go.jp/jma/index.html ）

③ ④

気象庁ＨＰ> 防災情報 > 大雨警報（土砂災害）の危険度分布

現在の降雨量
土壌に含ん
だ降雨量

降雨による浸水
（内水氾濫）

河川の洪水
（外水氾濫）

http://www.jma.go.jp/jp/highresorad/
http://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/
http://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/inund.html
http://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
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県がＨＰで公表している「三重県土砂災害情報提供システム」

引用：県ＨＰより

■ 県ホームページのインターネットアドレス： https://www.sabo.pref.mie.jp/Top.aspx

又は、「防災みえ.ｊｐ」、> 緊急時お役立ち情報の「三重県土砂災害情報提供システム」
利点：県のシステムでは、土壌雨量指数状況（危険度レベル１～４）の格子は１km単位で表示されます。

気象庁ＨＰでの格子表示は、現在５km単位の格子となっています。（※ 将来的な改修計画はあります。 ）

○ 県トップページでの表示画面

地図縮尺は１００ｍまで拡大できるようです
が、見やすさ等から、縮尺表示はは２kmまた
は１km縮尺が分りやすいかと思えます。
お住まいの地区における土砂災害の警戒
を要する、危険度レベル状況が４段階で分り
ます。
システムの詳しい利用については、県の当
該ＨＰをご覧いただくか、担当の防災砂防課
にお問い合せください。

○ 名張市での表示例 （ 平成３０年５月１３日 １５時５０分 ）

「土砂災害マップ」で
土砂災害警戒区域を確認

https://www.sabo.pref.mie.jp/Top.aspx
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警戒レベル 避難行動等 避難情報等

警戒レベル
５

既に災害が発生している状況です。

命を守るための最善の行動を取りましょ
う。

災害発生情報※
※ 災害が実際に発生して
いることを把握した場合
に、可能な範囲で発令

警戒レベル
４

「全員避難」

速やかに避難所へ避難しましょう。

公的な避難所までの移動が危険と思わ
れる場合は、近くの安全な場所や、自宅
内のより安全な場所に避難しましょう。

避難勧告
避難指示（緊急）※
※ 地域の状況に応じて緊
急的又は重ねて避難を
促す場合に発令

警戒レベル
３

「高齢者等
は避難」

避難に時間を要する人（高齢者、障害の
方、乳幼児等）とその支援者は避難をし
ましょう。その他の人は、避難の準備を
整えましょう。

避難準備・高齢者等
避難開始

警戒レベル２
避難に備え、ハザードマップ等により、自
らの避難行動を確認しましょう。

洪水注意報
大雨注意報等

警戒レベル１ 災害へのこころ構えを高めましょう。 早期注意情報

防災気象情報は出ているけど、避難情報が出ていないときはどうすればいいの？

⇒市は、様々な情報を基に、避難情報を発令する判断を行うことから、必ずしも防災気象情
報と同じレベルの避難情報が、同時に発令されるわけではありません。

自らの命は自ら守る意識を持って、防災気象情報も参考にしながら、適切な避難行動を取っ
て下さい。

警戒レベル
相当情報

警戒レベル４
相当情報

氾濫危険情報
土砂災害警戒

情報

警戒レベル３
相当情報

氾濫警戒情報
洪水警報

気象庁が
発表

防災気象情報

警戒レベル5

相当情報
氾濫発生情報
大雨特別警報

警戒レベル1～5と避難情報等



マイタイムライン
を作ろう

～災害から身を守るために～



名張市に台風が来る

災害に備えて、
どのタイミングで
行動しますか？

「災害時の行動を、冷静な時に決めておく」

マイタイムラインを作りましょう！





マイ・タイムライン手順①
～自宅の状況～

・浸水想定区域に
入っているか？

・土砂災害警戒区域に
入っているか？



マイ・タイムライン手順②
～避難について～

・避難する場所
・徒歩の場合の移動時間
・移動手段
・避難にかかる移動時間
・避難を支援してくれる人
・一緒に避難するか気に掛ける人
・避難を開始するタイミング



マイ・タイムライン手順③
～避難時に準備するもの～

☑非常用持出袋 ☑身分証明書のコピー
☑緊急時の連絡先 ☑持病薬 ☑着替え
☑歯ブラシ ☑非常食・飲料水
☑現金（小銭） ☑毛布
☑携帯電話（充電器）
☑ その他（ 印鑑 予備の眼鏡 コンタクトレンズ
雨具 カイロ ラップ ）



マイ・タイムライン手順④
～私と家族の行動～

（例）
・避難の持ち出し品を確認
・気象情報を確認（テレビ、ラジオ、防災アプリ）
・家族（高齢者）の避難準備を開始

(準備に60分)

・母を避難所へ送っていく(10分)
・家族全員が避難の準備を開始(60分)



マイ・タイムライン手順⑤
～その他の行動～

（例）
・自治会で災害時の役割について
話し合っておく
・避難時に気に掛かる人に声を掛
ける
・母と一緒に避難所に送っていく






