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ぼ う 　 さ い

か ぞ く 　 　 　 は な

げ ん 　 さ い
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  じしん    　　　　ひがい

  じしん　　　　　お

 ひょうごけん　　　　　  しぜん      さいがい      じれい 　　　 はんしん　  　　あわじ　　 だいしんさい

 ふうすいがい

 げんしりょく　　 さいがい

さいがい　　　　そな

    ほごしゃ　　　　 　かた

きんきゅう　  じしん　　 そくほう

  さいがいじ         しえん　　　　　　　　　　　　　　　　かつよう

  ちいき　　　　　ぼうさい　　　　　　　　　　　　　　　さんか

 かぞく　　　　   ぼうさい
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　「1995年1月17日午前5時46分52秒」みなさんは何の時間かわかりますか？

いま小学生のみなさんが生まれるずっと前のこの時間は、「阪神・淡路大震災」と

いうとても大きな地震が発生した時間です。

　たいへんな被害を受けた神戸や阪神間の街並みもきれいになり、地震の爪あと

はほとんど消えています。いまでは被害の大きさに直接ふれる機会も少ないと思

いますが、この地震で6,000人以上もの方々が亡くなりました。

　また最近では、地震以外にも豪雨や台風などの自然災害が兵庫県にも相次い

で発生し、大きな被害をもたらしています。

　「阪神・淡路大震災」のあった後に生まれたみなさんには、ぜひこの本で地震や

自然災害による被害について知ってもらい、またお家の人と一緒に読んで、お父

さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんが体験した地震や自然災害のお話を聞

くことで、身近におこる災害について学び、備えてもらえればと思います。

みんなで考えようみんなで考えよう

答えは右下にあるよ！
こた　　  みぎした

答え：③10段階

「震度」は地震の揺れの強さの程度を
あらわしていますが、日本では何段
階に分けられているでしょう？

5段階

も
ん
だ
い

1 2 37段階 10段階
だんかい

　  しんど　　　　　 じしん　　　  ゆ　　　　　 つよ　　　　　　ていど

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  にほん　　　　　   なんだん

 かい　　　わ

だんかい だんかい

発行にあたって
児童のみなさんへ

　　　　　　　　　 ねん　 がつ　　　にち　ごぜん　　  じ　　　　ぷん　　  びょう　　　　　　　　　　　　なん　　　じかん

　　　　 しょうがくせい　　　　　　　　　　　　　 うま　　　　　　　　　　　　　まえ　　　　　　　 じかん　　　　　  はんしん　　あわじ　 だいしんさい

　　　　　　　　　　  おお　　　　　じしん　　　  はっせい　　　　　じかん

　　　　　　　　　　　　　　ひがい　　　 う　　　　　  こうべ　　　はんしんかん　　　  まちな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じしん　　　つめ

　　　　　　　　　　　 き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひがい　　　おお　　　　　　 ちょくせつ　　　　　　　きかい　　　すく　　　　　　　おも

　　　　　　　　　　　　　　　じしん　　　　　　　　　  にん いじょう　　　　 かたがた　　　 な

　　　　　　　さいきん　　　　　　　じしん　 いがい　　　　　　ごうう　　　 たいふう　　　　　　　　しぜん  さいがい　　　ひょうごけん　　　　　　あいつ

　　  はっせい　　　 おお　　　　　ひがい

　　　 はんしん　　 あわじ　 だいしんさい　　　　　　　　　　 あと　　　う　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほん　　　 じしん

  しぜん　さいがい　　　　　　　　ひがい　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うち　　  ひと　　 いっしょ　　　 よ　　　　　　　　 とう

　　　　　　  かあ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  たいけん　　　　　 じしん　　　　しぜん  さいがい　　　　 はなし　　 き

　　　　　　　　　　みぢか　　　　　　　　　  さいがい　　　　　　　　　まな　　　 そな　　　　　　　　　　　　　　　　　 おも

はっこう

じどう
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　近年、国内では自然災害が相次いでおり、地震は各地で頻繁に発生し、今年は「平成

30年7月豪雨」や大型台風などによる様々な大きな被害がありました。

　「家族で話す 防災・減災ハンドブック2018」は「阪神・淡路大震災」の当時を知らない

お子様にむけて、また大雨災害などの自然災害が頻繁に発生していることを踏まえ、地

震や自然災害に対する知識を「伝える」と同時に、お家のみなさまが体験・見聞きした被

災の教訓をお子様と共有し、家族が一緒になって防災意識を高め「備える」機会を提供す

ること、またこれらを通じて日頃から防災、いざという時の減災に「活かす」ことを趣旨と

しています。

　皆様の中には思い出すことが悲しく、つらい被災の記憶もあるかと思いますが、次世

代を担う命を災害から守るためにもご協力頂ければと思います。

　家族で防災・減災について話し合うことを通じて、いざ自然災害が発生したときに少し

でも被害を抑えられることにつながれば幸いです。

２０１8年12月

兵庫エフエム放送株式会社（Kiss FM KOBE）

お家のみなさまへお家のみなさまへ

発行にあたって発行にあたって
はっこう
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みんなで考えようみんなで考えよう

答えは右下にあるよ！
こた　　  みぎした

答え：①特別警報

これまでの警報の基準を超える大災
害が起こるおそれがある場合に発表
されるのはどれ？

も
ん
だ
い

1 2

3

緊急警報

大災害警報

 とくべつ けいほう

　　　　　　　　　　　  けいほう         きじゅん　　　こ　　　　　　だいさい

がい　　　 お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ばあい　　　はっぴょう

きんきゅうけいほう

 だいさいがい  けいほう

特別警報
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人に及ぼす被害 日常の生活への被害

地震で地面が大きく揺れると、家や建物

が壊れて人がケガをしたり、建物がつぶ

れると生き埋めになるなどの危険があり

ます。また地震により、火災や津波、がけ

崩れなどが起こり、被害がどんどん大きく

なることもあります。

地震が起こると、水道や下水道、電気、ガ

ス、電話などの私たちの生活に欠かせな

い設備が壊れて使えなくなり、生活が不

便になったり、連絡がとれなくなったりし

ます。

家や学校などの建物への被害

地震の強い揺れによって、建物が揺れて

壊れたり、崩れることがあります。１９９５

年の阪神・淡路大震災では、ビルや高架

橋、高速道路も崩れました。また、建物が

揺れに耐えた場合でも、地震により発生

する火災、津波、がけ崩れや地すべりなど

により被害をうけることがあります。

地震の被害って？
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じしん　　　 じめん　　  おお　　　 　ゆ　　　　　　　　いえ　　 たてもの じしん　　　 お　　　　　　　 すいどう　　　げすいどう　　 でんき

じしん　　  つよ　　  ゆ　　　　　　　　　　　　たてもの　     ゆ

こわ　　　　　　　くず

ねん　　 はんしん  　 あわじ  だいしんさい　　　　　　　　　　　　　こうか

きょう  こうそく  どうろ　　  くず　　　　　　　　　　　　　　 たてもの

ゆ　　　　　 た　　　　　 ばあい　　　　　　 じしん　　　　　　　はっせい

かさい　　 つなみ　　　　　  くず　　　  　じ

ひがい

べん　　　　　　　　　　　れんらく

でんわ　　　　　　 わたし　　　　　　せいかつ　　  か

せつび　　  こわ　　　　 つか　　　　　　　　　　　 せいかつ　　　ふ

じしん　　　 　　　　　かさい　　　 つなみ

くず　　　　　　　　  お　　　　　  ひがい　　　　　　　　　　 おお

い　　　う　　　　　　　　　　　　　　　 きけん

こわ　　　　ひと　　　　　　　　　　　　　　　  たてもの

じしん　　　　　　　　ひがい

ひと　　　およ　　　          ひがい にちじょう　　　せいかつ　　　　　　　ひがい

いえ　　　  がっこう　　　　　　　　  たてもの　　　　　　　ひがい
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地震の被害って？地震の被害って？

マグニチュードって？

マグニチュードと震度のちがい

「マグニチュード」とは、「地震そのものの

エネルギーの大きさ」をあらわす単位で

す。ニュースでよく見る「M」はマグニ

チュードのことで、日本ではM7（マグニ

チュード7）以上のことを「大地震」と言っ

ています。 マグニチュードが大きな地震でも、震源か

ら離れていると、揺れが弱くなるので震度

は小さくなります。逆に震源に近いと揺れ

が強くなり震度は大きくなります。このよ

うに震度は震源からの距離で変わります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じしん

　　　　　　　　　　　  おお　　　　　　　　　　　　　　　　たんい

　　　　　　　　　　　　　　　　　   み　　　　 エム

　　　　　　　　　　　　　　　　　にほん

　　　　　　　　　  いじょう　　　　　　　　　だい  じしん　　　　 い

　　かた　　たてもの　　　　　　　ひがい　　　　　　　　　　  しんど

　　　　　　　　　　　　　だんかい　　　　　　　　　　　　　　　  にほん

  かくち　　　　　　　　　　　　　　  しんど　　　　　　　　　 ばしょ

　　　　　 ゆ　　　　 おお

震度って？

「震度」は「その場所でどれだけ揺れたか」

をあらわしています。日本では「揺れの感

  しんど　　　　　　　　　 ばしょ　　　　　　　　　　　ゆ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  にほん　　　　　　 ゆ　　　　  かん

　　　　　　　　　　　　　　 おお　　　　 じしん　　　　　　しんげん

　はな　　　　　　　　　　　 ゆ　　　　  よわ　　　　　　　　　　しんど

   ちい　　　　　　　　　　　　ぎゃく　  しんげん　　ちか　　　　  ゆ

　 つよ　　　　　　しんど　　　おお

　　　  しんど　　 しんげん　　　　　　  きょり　　　か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しんど

　しんど

自分がいる地域の地震の大きさを知ることはとても重要です。地震の大きさをあらわ

すものには、「マグニチュード」と「震度」があります。

 じぶん　　　　　　　 ちいき　　　 じしん　　  おお　　　　　　  し　　　　　　　　　　　　　　じゅうよう　　　　 　じしん　　　おお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しんど

じ方」「建物などの被害」によって、震度を

0～7までの10段階にわけています。日本

各地には、600もの震度をはかる場所が

あり、揺れの大きさをチェックしています。

じしん　　　　　ひがい



屋内篇

地震が起こったらどうしたらいい？
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じしん　　　　　　　　お

おくないへん

身の安全を守る 室内でも靴をはく

家の中で地震が起こった時は、机やテーブ

ルの下にもぐりこみましょう。また、地震

の揺れがおさまってから、クッションなど

で頭を守り、机やテーブルの下からはなれ

ましょう。

地震のあとはガラスなどが飛び散って危

ないので、家の中でも底の厚い靴をはき

ましょう。

エレベーターでは落ち着いて

エレベーターに乗っている時に地震が起

きたら、一番近い階のボタンを押してすぐ

に降りましょう。また、エレベーターに閉

じ込められることがあるので、階段を使

いましょう。

ラジオやテレビをつけましょう

パニックにならないように、ラジオやテレ

ビをつけて正しく新しい情報を知るよう

にしましょう。
ガスコンロの火を消す

揺れている間はガスコンロやストーブの

火は無理に消そうとせず、揺れがおさまっ

てから火を消しましょう。火を見かけたら

大声で大人に知らせましょう。

ドアを開けて出口をつくる

地震の揺れで家やマンションなどのドア

が開かなくなって閉じ込められることが

あるので、ドアを開けて出口をつくってお

きましょう。

地震が起こると、家の中の背の高い家具が倒れたり、物が落ちてくる危険があります。

マンションなどではエレベーターに閉じ込められたりするので注意しましょう。

いえ　　なか　　  じしん じしん

いえ　   なか　　　　 そこ　　 あつ　   くつ

ただ　       あたら　　　 じょうほう　　 し

と　   　ち　　　　 あぶ

ゆ 　　　　　　　　あいだ

じしん　　　 ゆ　　　　  いえ

の　　　　　　　　 とき　　　じしん　　　 お

いちばんちか　   かい　　　　　　　　　　 お

こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かいだん 　　つか

お とあ

あ

と こ

でぐち

おおごえ　　  おとな　　　し

ゆひ　　　　むり　　　　 け

ひ　　　け ひ　　　み

み　　　　あんぜん　　　 まも しつない　　　　　　くつ

ひ　　　　け

あ　　　　　　　でぐち

お　　　　つ

じしん　　　 お

と　　　こ ちゅうい

いえ　　なか　　  せ　　  たか　　　かぐ　　　たお もの　　  お　　　　　　　　 きけん

あたま    まも つくえ

した

した

じしん

ゆ

お とき つくえ



倒れてくるものに注意

家のブロック塀や自動販売機などから

は、すぐにはなれましょう。

川の近くからもはなれる
とても危険な電線に注意

大きな地震が起こると電柱が倒れたりす

ることで、電線が切れたり、垂れ下がった

りします。切れた電線はとても危険なの

で絶対にさわってはいけません。

海で起こった津波は、川をさかのぼり、街

に押し寄せてきます。

津波で川の水が溢れることがあるので、

川の近くからはなれ、逃げる時は橋を渡

らないようにしましょう。

ものが上から落ちてくるので注意 海の近くは危険なので高い所に

割れた窓ガラスが飛び散ったり、看板や

屋根が落ちてくることがあるので、持って

いるカバンなどで頭を守りましょう。

海の近くにいると津波がくる恐れがあり

ます。揺れを感じたら、急いで海岸からは

なれて、高台やビルの屋上など、より遠く

の、より高い場所へ避難しましょう。

津波は数分で押し寄せるので、急いで海

からはなれましょう。

家の外にいる時に地震が起こると、壁などが崩れてきたり、道路がひび割れるなど

とても危険ですので、安全な場所に避難しましょう。

地震が起こったらどうしたらいい？地震が起こったらどうしたらいい？

屋外篇 おくがいへん
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じしん　　　    お

いえ　　そと　　　　　　とき　　   じしん　　　お　　　　　　　 かべ　　　　　　 くず

うえ　　　　　　お　　　　　　　　　　　　　　　 ちゅうい

たお　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちゅうい

かわ　　　ちか

きけん　　　　 でんせん　　　　ちゅうい

いえ　　　　　　　　　　  べい　　　じどう　  はんばいき

おお　　　　  じしん　　　 お　　　　　　でんちゅう　　たお

でんせん　　  き　　　　　　　　 た　　　さ

き　　　　　でんせん　　　　　　　　   きけん

ぜったい

わ　　　　  まど　　　　　　　　　と　　　 ち　　　　　　　  かんばん うみ　　ちか　　　　　　　　　　  つなみ　　　　　　 おそ

うみ　　  お　　　　　　　つなみ　　　  かわ　　　　　　　　　　　　　まち

つなみ　　  かわ　　みず　　 あふ

かわ　　ちか　　 　　　　　　　　　　　  に　　　　  とき　　 はし　　わた

お　　　よ

ゆ　　　　 かん　　　　　　　いそ　　　　 かいがん

たかだい　　　　　　　　おくじょう　　　　　　　　  とお

たか　　  ばしょ　　　ひなん

つなみ　　　すうふん　　  お　　　よ　　　　　　　　　　いそ　　　　 うみ

やね　　　 お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    も

あたま　 まも

うみ　　　 ちか　　　　　　 きけん　　　　　　　　　たか　　  ところ

きけん　　　　　　　　　  あんぜん　　  ばしょ　　   ひなん

どうろ　　　　　　　 わ



地震が起こったらどうしたらいい？地震が起こったらどうしたらいい？

学校篇

阪神・淡路大震災　避難所となった学校

阪神・淡路大震災　仮設住宅が学校のグラウンドに建てられた

がっこうへん

じしん　　　    お

はんしん あわじだいしんさい　 ひなんじょ　　　　　　がっこう

はんしん あわじだいしんさい　かせつじゅうたく  がっこう　　　　　　　　　　　た

12



地震が起こったらどうしたらいい？地震が起こったらどうしたらいい？

学校で地震が起こったら、まずはあせらず、さわがず、落ち着いて行動しましょう。勝手

な行動はやめて先生の言うことをよく聞きましょう。

廊下ではガラス窓に注意

廊下にいる時は、ガラス窓からはなれて、

頭を守り、小さくかがみこんで揺れがおさ

まるのを待ちましょう。近くに教室があれ

ば、その教室に入って机の下にもぐりま

しょう。

階段にいたらしゃがんで待とう

階段にいたら、その場にしゃがんで揺れが

おさまるのを待ちましょう。あわてて登っ

たり降りたりすると危険です。

教室ではすぐに机の下にもぐる 特別教室でも落ち着いて

慌てて教室から飛び出してはいけませ

ん。揺れを感じたら、机の下にもぐり体を

小さくかがめましょう。揺れがおさまるの

を待ってから先生の指示を聞きましょう。

図書室や音楽室などの特別教室にいた

ら、本棚やピアノなどの大きなものからは

なれて、机の下にもぐりましょう。また理

科室や家庭科室では危険な薬品や刃物の

そばからはなれましょう。

じしん　　　    お

がっこう　　　じしん　　　お

こうどう　　　　　　　　せんせい　　  い　　　　　　　　　　　　き

お　　　つ　　　　  こうどう　　　　　　　　　　　  かって

きょうしつ　　　　　　　　　　　　  つくえ　　  した とくべつ   きょうしつ　　　　　　お　　　　つ

かいだん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ま

ろうか　　　　　　　　　　　　　　まど　　　  ちゅうい

あわ　　　　 きょうしつ　　　　  と　　　 だ

ろうか　　　　　　  とき　　　　　　　　　 まど

かいだん　　　　　　　　　　　　　 ば　　　　　　　　　　　　  ゆ

ま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のぼ

お　　　　　　　　　　　　  きけん

あたま　 まも　　　ちい　　　　　　　　　　　 　　　　  ゆ

ま　　　　　　　　　　　ちか　　　 きょうしつ

きょうしつ　　はい　　　 つくえ　　した

ちい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ

ま　　　　　　　　せんせい　　　 しじ　　　 き

ゆ　　　　  かん　　　　　　 つくえ　  した　　　　　　　  からだ

としょ  しつ　　 おんがく しつ　　　　　　  とくべつきょうしつ

か  しつ　　  かてい か   しつ　　　　  きけん　　  やくひん　　  はもの

ほんだな　　　　　　　　　　　　　 おお

つくえ　  した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 り
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1995年1月17日午前5時46分52秒、兵
庫県南部で発生した大きな地震（阪神間
および淡路島の一部は震度7）。
死者 6,402人、行方不明者 3人、負傷者
40,092人。※1

下の写真は地震のあとに撮影された神
戸の中心部にある建物のひとつです。建
物の中層階（上から３つめの階）がペシャ
ンコにつぶれています。このように震度
７の地震はとても力が大きく、このほか
にもビルがそのまま横倒しになったり、 大きな建物が崩れるくらいのたいへん

強い地震だったので、みなさんが住んで
いるような家の多くも、崩れるなどの被
害をうけました。この地震はほとんどの
人がまだ眠っている朝の早い時間に発
生したので、亡くなった人の多くは、眠っ
た姿勢のまま崩れてきた建物や倒れて
きた家具の下じきになり、その重さで息
ができなくなって亡くなったとされてい
ます。※2ビルの損壊の様子（神戸市役所）

住家被害の様子

崩れたりするなど神戸の中心部でも数
多くの建物が地震の被害をうけました。

兵庫県の自然災害事例「阪神・淡路大震災」
ひょうごけん はんしん あわじ だいしんさいしぜん　　さいがい　　じれい

ねん　 がつ　　 にち  ごぜん 　　じ　　　  ぷん　　 びょう ひょう くず　　　　　　　　　　　　　　　  こうべ　　　ちゅうしんぶ  　　　　 かず

おお　　　　たてもの　　　じしん　　　ひがい

じゅうかひがい　　ようす

おお　　　　 たてもの　　　くず

つよ　　　じしん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す

がい　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じしん

ひと　　　　　  　ねむ　　　　　　　　 あさ　　 はや　　　じかん  　　 はっ

せい　　　　　　　　　  な　　　　　　　　 ひと　   おお　　　　　ねむ

しせい　　　　　　　くず　　　　　　　　　たてもの　　 たお

かぐ　　　した　　　　　　　　　　　　　　　  おも　　　　 いき

な

いえ　　 おお　　　　　くず　　　　　　　　　　   ひ

ごけん    なんぶ　　  はっせい　　　　おお　　　　　じしん  　はんしんかん

した　　 しゃしん　　　 じしん　　　　　　　　　 さつえい　　　　　　  こう

しんど

じしん　　　　　　　　 ちから　  おお

よこだお

そんかい　  ようす     こうべしやくしょ

べ　　  ちゅうしんぶ　　　　　　 たてもの　　　　　　　　　　　　　  たて

もの　　ちゅうそうかい  うえ　　　　　　　　　　　　かい

あわじしま　　　 いちぶ  　　  しんど

ししゃ　　　　　　　  にん　　  ゆくえふめいしゃ　　　 にん　 ふしょうしゃ

にん
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みんなで考えようみんなで考えよう

答えは右下にあるよ！
こた　　  みぎした

答え：③気象庁

地震が起こった場所や震度などを発
表しているのは、次の3つのうちど
こでしょうか？

も
ん
だ
い

1

2 3観光庁 気象庁

かいじょう ほあん ちょう

　じしん　　　  お　　　　　　　　 ばしょ　　　　しんど　　　　　　　　はっ

ぴょう　　　　　　　　　　　　　　　  つぎ

かんこうちょう きしょうちょう

海上保安庁



阪神・淡路大震災阪神・淡路大震災

また、地震のあとに発生した火事によ
る被害もありました。地震で壊れた家
が道路をふさいでしまって消防車が通
れなかったり、水道施設がこわれていた
ので消火栓がつかえず、消防隊が到着
しても思うように消火活動ができな
かったことも火事による被害が大きく
なった原因のひとつとされています。

※1　消防庁(2006)「阪神・淡路大震災について（確定報）」

※2　[参考]厚生省大臣官房統計情報部(1995)「人口動態統計からみた阪神・淡路大震災による死亡の状況」

住家被害と延焼被害の様子 住家被害と道路閉塞の様子

各所で同時に発生した火災の様子

じしん　　　　　　　　　  はっせい　　　　　　かじ

ひがい　　　　　　　　　　　　　　　 じしん　　　 こわ　　　　  いえ

どうろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょうぼうしゃ　　 とお

すいどうしせつ

しょうかせん　　　　　　　　　　　　 しょうぼうたい　　とうちゃく

おも　　　　　　　　　  しょうか  かつどう

かじ　　　　　　　　 ひがい　　　 おお

げんいん

かくしょ　  どうじ　  はっせい　　　 かさい　　 ようす

じゅうかひがい　 えんしょうひがい　  ようす

しょうぼうちょう　　　 はんしんあわじだいしんさい　　　　　　 かくていほう

さんこう  こうせいしょうだいじんかんぼうとうけいじょうほうぶ じんこうどうたいとうけい　　　　　　　はんしん あわじだいしんさい　　　　  しぼう　じょうきょう

じゅうかひがい　    どうろへいさ　    ようす

はんしん あわじ　   だいしんさい
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風水害とは、台風や集中豪雨など、強い風と大雨によって起こる災害のことです。

また、大雨が続くと地盤が緩んで、がけが崩れたり山の斜面がすべり落ちたりします。

このような状態を土砂災害といい、風水害とあわせて注意が必要です。

風水害ってなに？

台風の強い風と雨に注意！

台風は、赤道に近い熱帯の海の上で発生

した熱帯低気圧が発達したものです。熱

帯地方の海では海水の温度が高いため、

湿った空気が立ち上って上昇気流が生ま

れます。この気流に乗って周りの風が渦を

巻きながら集まってくるのが台風のはじま

りです。台風は、熱帯の海の熱によって、

どんどん大きくなりながら移動します。台

風の近くでは、猛烈な風と激しい雨に襲

われるため、木や建物が倒れたり、川の水

が溢れたりしてとても危険です。

短時間で激しく降る集中豪雨

集中豪雨とは、短時間のうちに狭い範囲

に集中して降る大雨のことです。集中豪

雨が起こると、川の水があふれたり道路

や家が水につかったりします。

ふうすいがい

ふうすいがい　　　　　 たいふう　  しゅうちゅうごうう　　　　  つよ　　かぜ　　おおあめ　　　　　　　　 お　　　　さいがい

たいふう　　　  つよ　　   かぜ　　　あめ　　　  ちゅうい たんじかん　　　　はげ　　　　　　ふ　　　　しゅうちゅうごうう

たいふう　　　 せきどう 　　ちか　　 ねったい　　 うみ　　うえ　　 はっせい しゅうちゅうごうう　　　　　  たんじかん　　　　　　　　  せま　　　はんい

しゅうちゅう　　　  ふ　　  おおあめ　　　　　　　　　　 しゅうちゅうごう

う　　　 お　　　　　　　  かわ　　みず　　　　　　　　　　　　　どうろ

いえ　　みず

ねったい　ていきあつ　　　はったつ　　　　　　　　　　　　　  ねっ

たい ちほう　　　うみ　　　　 かいすい　　　おんど　　　たか

しめ　　　　  くうき　　　た　　  のぼ　　　じょうしょうきりゅう　　う

きりゅう　　　の　　　　 まわ　　　　 かぜ　　 うず

ま　　　　　　　　　あつ　　　　　　　　　　　　　　たいふう

たいふう　　　 ねったい　　 うみ  　 ねつ

たいふう　　ちか　　　　　　　もうれつ　　 かぜ　　はげ　　　　あめ

おそ　　　　　　　　　　　  き　　  たてもの　　 たお　　　　　　　かわ

みず　　あふ　　　　　　　　　　　　　　　  きけん

おお　　　　　　　　　　　　　　　いどう

じょうたい　　 どしゃさいがい　　　　　　　  ふうすいがい　　  　　　　　　　  ちゅうい　　 ひつよう

おおあめ　　つづ　　   　 じばん　　  ゆる　　　　　　　　　　　くず　　　　　　やま　　 しゃめん　　　　　　　　  お
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風水害ってなに？風水害ってなに？

土砂災害にも気をつけよう

近年頻繁におこる大雨災害に関連して土砂災害も発生しています。兵庫県の面積の６０％

以上は森林面積で、森林を開発して住宅地にする場合も多く、土砂災害は家のすぐ近くで

発生する可能性がある身近な災害といえます。

土砂災害は大まかに「土石流」「がけ崩れ・山崩

れ」「地すべり」の３つに分けることができま

す。土砂災害は突然発生する場合もあり、その

スピードも速いため、逃げ遅れて犠牲となる人

も多い災害です。

台風や集中豪雨が起こったら

台風で強い風が吹き荒れると、物が吹き

飛ばされて大変危険なので、外に出ない

ようにしましょう。また、集中豪雨で道路

や家の一部が水につかってしまったら、２

階で待機しましょう。避難するときは、長

靴ではなく運動靴を履いて、水の中の障

害物を確認しながら、進んでください。

ふうすいがい

たいふう　　　　 しゅうちゅうごうう　　　　お

どしゃ　さいがい　　　　　　 き

たいふう　    つよ　　かぜ　　　ふ　　　あ　　　　　　　  もの　　  ふ

きんねんひんぱん　　　　　　　  おおあめさいがい　　かんれん　　　　どしゃさいがい　　　はっせい　　　　　　　　　　  ひょうごけん　　 めんせき

はっせい　　　　 かのうせい　　　　　　　みぢか　　  さいがい

どしゃさいがい　　   おお　　　　　　　 どせきりゅう　　　　　　  くず　　　 やま

どしゃさいがい　　  とつぜんはっせい　　　　  ばあい

はや　　　　　　　 に　　  おく　　　　 ぎせい

ひと　　おお　　さいがい

くず　　　　  じ　　　　　　　　　　　　　　　 わ

いじょう　　 しんりんめんせき　　　 しんりん　　かいはつ　　　　じゅうたくち　　　　　　  ばあい　　 おお　　　　どしゃさいがい　　 いえ　　　　　　ちか

と　　　　　　　　　たいへん  きけん　　　　　　　　そと　　  で

しゅうちゅうごうう　　  どうろ

いえ　　  いちぶ　　  みず

かい　　  たいき　　　　　　　　　　　　ひなん　　　　　　　　　　　  なが

ぐつ　　　　　　　　 うんどうぐつ　　   は　　　　　  みず　　なか　  しょう

がいぶつ　　かくにん　　　　　　　　　すす
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2018年６月28日から７月８日にかけて、日本列島を襲った台風７号及び梅雨前線の影響による集中

豪雨により、西日本を中心に大きな被害を受けました。兵庫県でも、多数の浸水や土砂崩れの被害が発

生しました。その中でも、山間部の多い宍粟市では、土砂崩れにより住宅が押しつぶされ、１名が死亡し

ました。（死者１名、住宅の全壊２件、大規模半壊１件、半壊１件）。

右の写真は、兵庫県宍粟市一宮町河原田地区の公民館で

す。建物の近くを流れる川の橋脚（きょうきゃく）に流木

（りゅうぼく）が詰まり、氾濫（はんらん）しました。

溢（あふ）れた水が道路を流れ、河川（かせん）と道路の境

界がわからなくなっています。

写真の橋は、河川が増水し流されてしまいました。 土砂や流木を含んで流れる水の力は大きく、宍粟市内各地で堤防や
護岸（ごがん）が被害を受けました。また氾濫した河川が運んできた土砂や流木が敷地や田畑へ流入し、農業にも大きな
被害がありました。

身近に起こった災害について知ろう

写真で見る 集中豪雨の被害

平成30年７月豪雨災害

土砂崩れや浸水による通行止めが数多く発生しました。その影響によって、自宅に帰ることができず、一時的に避難所
（ひなんしょ）や自宅以外の住居での生活を余儀（よぎ）なくされることもありました。今もなお、通行止めが続いている
地域もあります。（平成30年11月現在）

宍粟市一宮町　崩落した橋 田畑に流入した土砂や流木

土砂崩れにより塞がった道路 撤去されごみ集積場に集められた大量の災害廃棄物

上空から撮影した河原田公民館

　  へいせい　　　　　　　　  ねん　　　　　がつ　　　ごうう　　　　さいがい

　　　　　ねん　  がつ　　にち　　　　　がつ　 か  　　　　　　　　にほんれっとう　  おそ　　　たいふう　ごうおよ　　ばいうぜんぜん　 えいきょう　　 しゅうちゅう

 ごうう　　　　　　 にしにほん　 ちゅうしん　おお　　  　ひがい　　 う　　　　　　　　ひょうごけん 　　　　 たすう　　しんすい　　どしゃくず　　　  ひがい　  はっ

せい　　　　　　　　　　 なか　　　　 さんかんぶ　　おお　　 しそうし　　　　　  どしゃくず　　　　　　じゅうたく　  お　　　　　　　　　　　 めい　　しぼう

　　　　　　　ししゃ　  めい じゅうたく　ぜんかい　けん　 だいきぼ　はんかい　けん  はんかい  けん
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