
　土砂災害ハザードマップは、地震または集中豪雨や台風に伴う豪雨な

どにより、がけ崩れや土石流が発生した場合に被害を受けるおそれのあ

る区域を土砂災害（特別）警戒区域として示し、がけ崩れ等が予想され

る場合や発生した場合に、市民の皆様が避難などの適切な行動を取って

いただくために作成したものです。

　ハザードマップには、避難所の位置や大雨に対する備えなどについて

まとめていますので、日ごろからご家族や地域の方と話し合っていただ

き、土砂災害被害軽減にお役立てください。

自宅の位置を確認

土砂災害（特別）警戒区域を

確認

避難場所を確認

自宅から避難場所までの避難
経路をマップに書き込む

避難時に携帯し、実際の状況
に合わせた避難経路・避難場
所を考えるなど、最善策を考
える際に活用する

　土砂災害とは、がけ崩れ・土石流・地すべりのことをいい、勾配の急な山や、がけ、

渓流のある地域に発生します。

　土砂災害の危険から身を守るのはあなた自身です。家の周りを点検し、事前対策

を行いましょう。

土砂災害とは

簡単な防災措置

がけ崩れ 土石流 地すべり

雨や地震などの影響で

地盤がゆるみ、突然斜

面が崩れ落ちる現象

（急傾斜地の崩壊）

山や川を構成する土砂

が大雨などにより発生

する大量の水と一緒に

激しく押し出される現

象

地下水などの影響によ

り、斜面を構成する土

塊が斜面下方に大きく

すべりだす現象
※茅ヶ崎市に地すべり危
　険箇所はありません。

神奈川県砂防海岸課ホームページ「がけ崩れとは」を参考に作成

 　大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度がさ

らに高まったときに、市町村長が避難勧告等の災害応急対応を適時適切に行える

よう、また、住民の自主避難の判断の参考となるよう、対象となる市町村を特定

して警戒を呼びかける情報で、神奈川県と横浜地方気象台が共同で発表します。

　気象台は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあると

きに「注意報」を、重大な災害が起こるおそれのあるときに「警報」を発表して、

注意や警戒を呼びかけています。注意報・警報は関係行政機関、都道府県・市

町村に伝達され、防災活動に利用されるほか、市や報道機関や市民の皆様に伝

えられます。

　大雨などの際には、市が行う避難の呼びかけ（避難準備情報、避難勧告、避

難指示）とあわせて、気象台の発表する注意報・警報などにご注意ください。

・危険箇所（山やがけ、斜面等）からすぐに離れましょう。

・茅ヶ崎市が発表する避難情報に注意しましょう。

・周囲の様子をよく観察し、前兆現象を見逃さないようにしましょう。

・特に、自宅付近にがけなどがある場合は、早めの避難を心がけましょう。

　土砂災害は予測のむずかしい災害です。土砂災害警戒情報等が発表されて

いなくても、大雨の際は斜面の状況には常に注意を払い、普段と違う様子に

気がついた場合には、直ちに周りの人と安全な場所に避難してください。

土砂災害の危険から身を守るのは、実際に避難するあなた自身です。

　市は、状況に応じて避難勧告等の避難情報を発令し、避難所を開設します。

また、自宅に留まらざるを得ない場合は、がけから離れた屋内での安全確保

（屋内の２階以上等への避難）の措置をとりましょう。

・がけ又はがけの上部にひび割れ（亀裂）が生じている。

・がけの上部がせり出している。

・高く急ながけ

・がけから水が湧き出したり、がけの表面を水が流れている。

　避難場所への避難が困難な場合には、高

い建物（鉄筋コンクリートなどの堅囲な建

物）の２階以上（斜面と反対側の部屋）に

避難するなど、生命を守る最低限の行動を

してください。

　土砂災害の発生には、前兆現象が見られることがあります。急傾斜地やが

けの渓流付近にお住まいの方は、前兆現象などにより危険を感じたら、ただ

ちに避難してください。その際は近隣への声かけをお願いします。

　安全を確保したあと、市に連絡して災害情報を提供してください。

　防災気象情報には、気象台が発表する警報・注意報と気象情報があります。

また、市が発令する避難勧告などの避難情報があります。

　市では防災行政用無線をはじめ、複数の手段を用いて、市民の皆様に情報発

信を行っています。災害時は「自分の身は自分で守る」ことが大切です。複数

の手段を活用し、情報を入手してください。

　災害時に避難するときは、普段通っている道でも、足元が見えないことが

多いので慎重に歩きましょう。また、頭上からの落下物や飛来物にも十分注

意しましょう。いざというときに慌てないために、どこへどの道を通って避

難するのかを、日ごろから家族や隣近所で話し合っておきましょう。

■天気予報や気象情報に気をつけて
　梅雨や台風シーズンなど、大雨が降りや

すい時期には、テレビやインターネットな

どの天気予報や気象情報に注意しましょう。

■いつでも避難できる準備を
　非常用持ち出し品を確認し、いつでも避難できる準備をしておきましょ

う。特に、お年寄りや障害がある方など、避難に手助けが必要な方の場合は、

より早い避難の判断をすることで、被害を未然に防ぐことができます。

■がけの様子に注意
　がけ崩れ等の前兆現

象に注意しましょう。

■安全な避難経路を確認 ■隣近所に声をかけて

茅ヶ崎市

ハザードマップ

土砂災害

・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

斜面は一瞬で崩れ落ちます。すみや

かにできるだけ遠くへ逃げましょう。

防災気象情報

■ 茅ヶ崎市防災情報サイト

http://dim2web09.wni.co.jp/chigasakicity/pinpoint/index.html

http://dim2web09.wni.co.jp/chigasakicity/mobile/do/

http://dim2web09.wni.co.jp/chigasakicity/mobile/au/

http://dim2web09.wni.co.jp/chigasakicity/mobile/vf/

https://www2.fastalarm.jp/chigasaki/htdocs/index.php

http://www.jma-net.go.jp/yokohama/

http://www.jma.go.jp/jma/index.html

http://dosyasaigai.pref.kanagawa.jp/website/kanagawa/gis/index.html

http://www.pref.kanagawa.jp/sys/suibou/web_general/suibou_joho/

http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_index009.html

■ 京浜河川事務所　リアルタイム情報

■ 神奈川県雨量水位情報

■ 神奈川県土砂災害情報ポータル

■ 気象庁

■ 横浜気象台

■ ちがさきメール配信サービス（防災などに関する緊急情報等を配信：要登録）

雨量・河川水位情報

土砂災害（特別）警戒区域・災害発生の危険度

・山鳴りがする

・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

・立木が裂ける音や石がぶつかり合う

　音が聞こえる

土砂の流れる方向に対して直角に、

少しでも高いところへ逃げましょう。

雨の強さ

人への影響
屋外の様子

１時間雨量

やや強い雨

10～20㎜ 20～30㎜ 30～50㎜ 50～80㎜ 80㎜～

強い雨 激しい雨 非常に激しい雨 猛烈な雨

ザーザーと降る

地面からの跳ね返り
で足元がぬれる。

この程度の雨でも長
く続くときは注意が
必要

傘をさしていても
ぬれる。
地面一面に水たまり
ができる。

小規模のがけ崩れが
始まる

道路が川のようにな
る。

山崩れ・がけ崩れが
起きやすくなる

傘は全く役に立たない。
滝のような雨。
辺り一面が白っぽくなり、視界が悪くなる。
車の運転は危険。

土石流が起こりやす
い。多くの災害が発
生する

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

どしゃ降り
バケツをひっくり
返したように降る

滝のように降る
（ゴーゴーと降り続く）

息苦しくなるような圧迫
感がある。恐怖を感じる

雨の土砂災害
発生状況

携帯

携帯

携帯

PC

■最新の情報の収集
　テレビ、インターネ

ットなどで最新の気象

情報、災害情報、避難

情報に注意しましょう。

■火の始末
　ガスの元栓を閉

め、電気のブレー

カーも忘れずに止

めましょう。

■屋外の状況に注意
　雨の降り方、浸水の

状況、屋外の状況に注

意し、危険を感じたら

早めに行動することを

心がけましょう。

■家族にメモを残す
　避難するときは、家

族に連絡先、安否情報

などのメモを残しまし

ょう。

■できるだけ日没までに避難する
　土砂災害は夜間でも発生しますが、

夜間は周囲の状況が確認しにくく、

大変危険です。できるだけ日没まで

に避難してください。

■動きやすい格好、
　２人以上での避難
　避難するときは、動

きやすい格好で、２人

以上での行動を心がけ

ましょう。

土砂災害から
身を守る ポイント！

1 土砂災害警戒区域等の確認

2 雨が降り出したら
情報に注意する

3 早めの避難

茅ヶ崎市市民安全部防災対策課　TEL.0467-82-1111（代表）

平成２７（２０１５）年10月発行
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3土砂災害警戒情報とは

早めの避難を！

防災気象情報の種類と避難情報の種類

災害情報の入手 避難するときは

■ 土砂災害警戒情報とは

■ 前兆現象とは

■ 土砂災害警戒情報が発表されたら

　防災気象情報のひとつとして警報・注意報などに加えて、警報の発表基準

をはるかに超えて、重大な災害が起こるおそれが著しく大きいときには気象

台では「特別警報」を発表します。「特別警報」が発表された場合は、既に

災害が発生したり、数十年間災害の経験が無い地域でも災害の可能性が高

まっています。特別警報が発表されないからといって安心することは禁物で

す。警報や注意報はこれまでどおり発表されますので、大雨等においては、

時間を追って段階的に発表される気象情報、注意報、警報を活用して、早め

早めの行動をとることが大切です。

■ 特別警報について

■ 注意報・警報の発表基準

がけ崩れの前兆現象 土石流の前兆現象

こんなところが危険！
避難が困難な場合は…

■ 雨の強さと降り方の目安

■ 雨が強く降り出したら

■ 避難のときの主な注意点

出典：気象庁「雨と風」（平成26年３月）

●気象情報等を収集しましょう。

●がけ崩れの前兆現象がないか確認しましょう。

●前兆現象を確認したら、直ちに、がけから離れ

　た場所に避難し、市役所等へ連絡しましょう。

●地域の方と声を掛け合い、全員が避難行動を

　開始してください。

●避難準備を開始してください。

●お年寄りや子ども、障害や病気のある方は避

　難行動を開始してください。

●避難の支援行動を開始してください。

●避難勧告の発令により避難途中の方は、直ち

　に避難行動を完了してください。

●避難をしていない方は、直ちに避難行動に移

　るか、または生命を守る最低限の行動をとっ

　てください。

大 雨 注 意 報
　大雨によって災害が起こるお

それのある状況

さらに

大雨が続くと…

茅ヶ崎市

◆気象情報収集

◆関係機関との連携強化

状況に応じて、避難に関

する情報の発信・伝達

警戒体制の強化

避難準備情報

避 難 勧 告

避 難 指 示

■ こんな時はどうすればいいの？

気象庁等による気象情報 皆さんの行動

風で地盤をゆさぶる
ような大木は枝を
切る

水路の掃除をする

構造物の異常は
修理補強をする

雨水をがけに流さないように
排水施設を設置する

不安定な土塊を
とり去る

崩れそうな箇所に
土留めや擁壁を設置する

ビニール等でがけを覆い、
雨水の浸透を防ぐ
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土砂災害ハザードマップの目的

土砂災害ハザードマップの使い方

　神奈川県が土砂災害防止法に基づき、土砂災害への注意が必要な区域として

土砂災害警戒区域を指定しています。土砂災害警戒区域は、傾斜地の形態に着

目し一律に指定されるものです。区域に指定されることが直接土砂災害の危険

性を示しているということではありません。

1

●区域の指定に関してのお問い合わせ

神奈川県藤沢土木事務所　河川砂防第二課　TEL.0466-26-2111

土砂災害のおそれがある区域

（イエローゾーン）

土砂災害警戒区域のうち、建

築物に損壊が生じ、住民に著

しい危害が生じるおそれがあ

る区域（レッドゾーン）

警戒区域では、宅地建物取引業者は、当該

宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域

内である旨について重要事項説明を行うこ

とが義務付けられています。

土砂災害警戒区域
災害情報の伝達や避難が早くできるように警

戒避難体制の整備を図ります。〔茅ヶ崎市〕

●警戒避難体制の整備

宅地建物取引における措置

建築物の構造が安全であるかどうか建築確認

を行います。〔茅ヶ崎市〕

●建築物の構造規制

住宅宅地分譲や要配慮者利用施設の建築のた

めの開発行為は、基準に従ったものに限り許

可します。〔神奈川県〕

●特定の開発行為に対する許可制

著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所

有者に対し、移転等の勧告を行います。

〔神奈川県〕

●建築物の移転

土砂災害特別警戒区域

がけ崩れ 土石流

　土砂災害防止法（正式名称は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」）は、

土砂災害（がけ崩れや土石流など）から国民の生命・身体を守るための法律です。

　土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな影響を与えています。

　そのため、土砂災害が発生するおそれのある地域を明らかにし、危険の周知、避難体制の整備、住宅等の

建築制限などを推進しています。

■ 土砂災害防止法について

土砂災害警戒区域とは

2h 以上（ただし、50m
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土石流のおそれの
ある渓流

注意報

大雨注意報・警報発表基準（茅ヶ崎市）

※土壌雨量指数とは…降った雨が土壌にどれだけたまっているかを見積もった土砂災害発生の危険性を示した指数

■雨量基準…３時間雨量80㎜以上

◆土壌雨量指数基準…143以上

■雨量基準…３時間雨量40㎜以上

◆土壌雨量指数基準…85以上

警　報

大　雨　警　報
　大雨によって重大な災害が起

こるおそれのある状況

土砂災害警戒情報
　大雨による土砂災害発生の危

険度が高まった時、都道府県と

気象庁が共同で発表

　避難勧告などの避難情報が発令された
場合、市は、防災行政用無線を通じて、
これらの情報を伝達します。

　防災行政用
無線が放送さ
れると、同じ
内容の音声が
流れます。

（有償配付）　防災行政用無線の放送内容が自動音声
で流れます。

０１８０（９９）４５９１
※通話料が発生します。（固定電話 3 分約 9 円）

　パソコンや携帯電話から防災行政用無
線の放送内容を確認できます。
http://chigasaki-city.
　　　　   site.ktaiwork.jp/

　テレビ神奈川（tvk）「自治体デー
タ放送」サービスを利用して、防災
行政用無線の放送内容等をテレビ画
面を通じて知ることができます。

防災ラジオ

テレビ神奈川（tvk）データ放送

防災行政用無線

　防災行政用無線を、携帯電話やスマー
トフォン、パソコン等にメール配信する
サービスを実施しています。（要登録）

メール配信サービス

茅ヶ崎市情報サイト

災害情報案内テレドーム

「d」ボタン
※メーカーによって
　位置が違います。


