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広島県「みんなで減災」

県民総ぐるみ運動について
～災害死ゼロを目指して～

広島県危機管理監 減災対策推進担当
担当課長 藤 谷 吉 秀
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➢ 土砂災害（土石流，がけ崩れなど）

➢ 洪水
➢ 高潮
➢ 津波
➢ 地震 など
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Ⅰ 様々な自然災害
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Ⅱ自然災害による被害

近年の風水害による主な被害

時期 災害名（主な被災地） 死者 負傷者 全壊家屋数

Ｈ26.8 8.20土砂災害（広島市） 76人 69人 179

Ｈ22. 7 7月豪雨災害（呉市，庄原市） 5人 6人 19

Ｈ16.9 台風18号 5人 142人 27

Ｈ11.6 6.29広島土砂災害（広島市，呉市） 32人 59人 101

Ｈ 3.9 台風19号 6人 49人 50

Ｓ63.7 県北西部豪雨災害 （加計町）
集中豪雨（県北西部） 14人 11人 38

Ｓ47.7 豪雨災害（県北）（三次市，庄原市） 39人 105人 349

Ｓ42.7 豪雨災害 （呉市） 159人 231人 514
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◎８．20土砂災害（平成26年）
未明の豪雨により，広島市安佐南区及

び安佐北区において，土石流が発生し，
死者７６名の甚大な被害。

◎６．29広島土砂災害（平成11年）
断続的な雨が継続し，山崩れ等が多数

発生。県内の南西部を中心に，死者及び
行方不明者が３２名の甚大な被害。
「土砂災害防止法」が制定されるきっ

かけとなった。

◎豪雨災害（昭和42年）
呉測候所開設以来の豪雨により，土砂

災害に脆弱な地形の呉市では，山崩れ等
が発生し，死者１５９人の大災害に。
「急傾斜地法」が制定されるきっかけ

となった。

広島県の土砂災害危険箇所数は約32,000箇所で全国一位

戦後の主な災害

（参考）

広島県の土砂災害危険箇所（全国順位）

人口密集地である瀬戸内海沿岸の平野部が狭く、山裾まで住
宅立地が進んだ結果、土石流危険渓流数及び急傾斜地崩壊危
険箇所の箇所数は、全国1位
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平成14年度公表（国土交通省砂防部調査：平成15年3月）

13,550兵庫県6,912兵庫県5

…

13,912島根県7,198岩手県4

330,156183,863全国計

14,293 大分県7,532山口県3

14,431山口県8,120島根県2

21,943広島県9,964広島県1

急傾斜地崩壊危険箇所

(箇所数）

土石流危険渓流

(渓流数)

順位

広島県の土砂災害危険箇所数 広 島 県



「ひろしま砂防アクションプラン2016」

広島市安佐南区緑井地区［死者14名］

この地図は，国土地理院発行の数値地図50000（地図画像）「広島」「加計」「海田市」「可部」を使用したものである。

広島市安佐南区山本地区［死者2名］

広島市安佐南区八木地区［死者52名］

広島市安佐北区可部東地区［死者4名］

広島市安佐北区可部町地区［死者1名］

発生件数 人的被害（死者数）

土 石 流 107 渓流（●） 70 人

が け 崩 れ 59 箇所（●） 3 人

合 計 166 76（※）

（※）合計には，土砂災害以外による死者1名を含む。

【土砂災害発生状況】

中国地方整備局提供 8

平成２６年８月２０日発生 土砂災害発生状況 広 島 県



「提供：国土交通省関東地方整備局」

平成27年9月関東・東北豪雨災害

平成27年9月関東・東北豪雨災害

「提供：国土交通省関東地方整備局」



平成27年9月関東・東北豪雨による被害

■ 人的被害

死者数 ８名 （宮城県２，茨城県３，栃木県３）

負傷者 ８０名（１都10県）

■ 住家被害

全壊 ８０棟 （４県）

半壊 7,035棟 （３県）
（資料：28.4.1消防庁）
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阪神・淡路大震災（平成7年1月17日）



阪神・淡路大震災の被害①
（兵庫県調べ）

人的被害

死者 6,432人
≪圧迫死 ～約９割≫

負傷者 ４３，７９２人
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阪神・淡路大震災の被害②
（兵庫県調べ）

経済的影響

≪内訳≫

■ 建築物等（住宅，店舗，事務所・工場，機械等）

～約６兆３千億円

■ 交通基盤施設（道路，港湾，鉄道） ～約２兆２千億円

■ ライフライン施設（電気，ガス，水道，下水道，通信・放送等）

～約 ６千億円

■ その他 ～約 ５千億円

被害額概算 約９兆６千億円
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平成２８年熊本地震による被害

■ 人的被害

死者数 49名（熊本県）
（ほかに関連死と思われる死者20名）

負傷者 1,663名（５県）

■ 住家被害

全壊 7,151棟 （２県）

半壊 21,181棟 （４県）
（資料：28.6.7消防庁）
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想定される地震被害（広島県地震被害想定報告書・平成25年10月より）

南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
想
定

五
日
市
断
層
想
定

南海トラフ
巨大地震

五日市断層

死者 14,759 179

負傷者 22,220 4,552

重症者（内数） 3,426 307

死傷者の主な原因 津波 建物倒壊

全壊 69,210 6,820

半壊 200,572 28,340

焼失 351 108

○経済被害

建物被害 36,943 4,590

ライフライン被害 9,051 5,037

港湾施設被害 5,953 2,211

災害廃棄物等処理 1,092 120

その他 35,991 6,553

合計 89,030 18,511

生産低下 15,866 1,215

港湾機能停止 9,768 4,025

人流の移動とりやめ 3,045 2,131

波及的被害 8,798 1,150

合計 37,477 8,522

○経済
被害（間
接）被害
（単位：
億円）

（直接）
（単位：
億円）

○人的被
害（単位：

人）

○建物被
害（単位：

棟数）



南海トラフ巨大地震の震度分布
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広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動展開中！

南海トラフ巨大地震の震度分布

最大震度６強 竹原市，三原市，尾道市，福山市，

大竹市，大崎上島町 （５市１町）

最大震度６弱 広島市，呉市，府中市，東広島市，

廿日市市，安芸高田市，江田島市，府中町，海田

町，坂町 （７市３町）

最大震度５強 三次市，庄原市，熊野町，安芸太

田町，北広島町，世羅町，神石高原町 （２市５町）
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南海トラフ巨大地震の被害想定
（H２５ 広島県想定）

地震規模 M9.0

死者数 １４，７５９人

負傷者数 ２２，２２０人
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南海トラフ巨大地震の経済被害
（H２５ 広島県想定）

建 物 .３.７兆円

ライフライン .０.９兆円

港湾施設 .０.６兆円

そ の 他 .３.６兆円

経済被害（直接被害）計 ８．９兆円
20



Ⅲ 被災地で起きたこと

平成２６年８月２０日広島豪雨災害 「体験談集」より
（個人の固有名称を除き，原則原文のままとしています。）

（事例①）

（略） 夜中になりカミナリが連続で光とバリバリと
いう音を発し，雨も次第に強くなっていった。

とても眠れる状態ではなく，２階の窓から何度も
外を見ていたが，横の川が溢れそうになっていた
ので，水が家の中へ入ってきたらいけないので，

「２階へ布団を敷いてあげるけぇ２階で寝とけー」
と指示を出した。これは「いつもと違うぞ！」と感じた
のが，正直な気持であった。
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（事例①）（続き）

確か２０日，２時半だったと思う。（略）強烈な音と
揺れ，思わず地震だと洋服ダンスを支えに立ち，
（略） 妻は，携帯電話で，１１９番へかけているが，
全然つながらない。（略）

私がベランダで懐中電灯を照らしながら，家の
左前方を見た時，我を疑う光景が目に入った。

「家がない！」それは今までの光景と違って，
あるべきところの家が無くなっている。
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（事例①）（続き）

それも一軒どころではなく，何軒も土砂で流され
ていたのである。これは大変なことが起きた。と
言っても暗闇の中を外へ逃げ出すことはできない。

夜が明けるのを待つしかなかった。（略）我が家
の１階は土砂で全滅状態であった。

もしあの時２階に上がるのが数分，いや数秒で
も遅れていたら，大変なことになっていた
（以下略）

24



（事例②）

（略） まさか，こんなことが私の目の前で起こる

とは，信じたくなかったが，その時は，「家が流され
る」と思った。

子供たちを起こして逃げないと！と言う思いだけ
で，寝ていた高３の娘を急いで起こし，主人と次男
と長女と私と４人で，隣の主人の母の家の２階へ
避難した。
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（事例②）（続き）

母の家は道路から離れて小高かったので，
「流されることは無いだろう」と言う主人の意見で，
そちらの２階からずっと外の様子を伺っていた。
（略）

「人の声がする」と家族の誰かが言った。
「おーい！おーい！」と言う声が流れて来る。

ゴーという水の音と一緒に聞こえてきた。
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（事例②）（続き）

ちょうどうちの前の道路で何かに摑まっておられ
たのか？挟まれておられたのか？わからないが
老人の男性の方が，上のどこからか流されて
来られていた。

主人が，「助けに行かんといけん！」と言ったが，

こんな状態で行ったら，一緒に主人も流されてしま
う。と思い止まらせた。子供たちも「行ったらいけん
よ，父さんまで流される。」と言った。（以下略）
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Ⅳ 広島県
「みんなで減災」
県民総ぐるみ運動に
ついて



広島県では，「災害死をゼロ」にすると

いう新たな目標を掲げ，昨年３月に，

を制定。

「広島県『みんなで減災』
県民総ぐるみ運動条例」

「広島県『みんなで減災』
県民総ぐるみ運動条例」
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広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動展開中！

● 運動の目的
この運動は，「災害に強い広島県」の

実現を目指し，

県民及び自主防災組織等が災害から

命を守るために適切な行動をとること

ができるよう，

県民，自主防災組織，事業者，行政等が一体
となって取り組む運動。
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広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動展開中！

● 目標達成のため，５つの

「行動目標」を

定めています。
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◎災害から命を守るための行動

①「知る」
身の回りの災害危険
箇所等を知ろう

②「察知する」
災害発生の危険性を
いち早く察知しよう

③「行動する」
自ら判断して適切に
行動しよう

「広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動」

◎ふだんから災害に備えるための行動

④「学ぶ」
防災教室や防災訓練などに参加して，
災害から命を守る方法を学ぼう

⑤「備える」
非常持出品を準備するなど災害に
備えよう

５つの行動目標 とは
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広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動展開中！

★ 県民運動の組立

５つの行動目標ごとに

県民や
自主防災組織等に
とっていただきたい

行 動

行動をとるために
知る事柄

支

え

る

後
押
し
す
る

事業者の
皆さん，

行政等の
取組
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★ 運動の進め方

広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動展開中！

➢ 正しく恐れ「災害死ゼロ」を目指す

➢ 「知る」ことから始める

➢ 実践する⇒訓練等を繰り返す
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皆様にお願いしたいこと

◇ 家庭で
◇ 地域で
◇ 学校で
◇ 職場で など

いろいろな立場 いろいろな場所

➢ 家族の一員
➢ 地域の一員
➢ 職業人，学生
➢ 経営者 など

一人一人が，できることから

広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動展開中！

Ⅳ 職場で行われること
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１ 職場の安全対策

２ 設備の管理・点検

３ 災害時の体制整備

４ 緊急連絡・情報収集 など
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「いざという時」に真っ先に行うこと

安否確認！！！

従業員自ら災害時の備えができている

「自分の居住地でも」，「家族も含めて」

広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動展開中！
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従業員（ご家族含め）に促していただきたいこと

☞災害危険箇所，避難場所・避難経路の確認

☞防災情報メールの登録

☞防災教室・訓練の実施，参加

☞備蓄品・非常持出品の準備

項目 達成年度 成果目標 H28目標 現状(H27)

災害の種類に応じた避難場所・避難経路の把握 H32 60.0% 46.1% 27.0%

県・市町の防災情報メール登録数 H32 40.0% 16.7% 10.4%

防災教室・防災訓練への参加 H32 60.0% 41.8% 30.7%

非常持出品の用意 H32 60.0% 55.2% 51.5%

（参考 成果指標）



具体的な実施方法

● ポータルサイト 広島県
「みんなで減災」はじめの
一歩 などを活用し，

本日配布の「チェックリスト」を埋めてみましょう。

広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動展開中！

（ご参考） 広島県の取組 年間スケジュール

５，６月 ９月 ３月

一斉防災教室

出水期前に，県民に
身の回りの避難所や
危険箇所を把握して
もらうためのパンフ
レット（教材）を配布

シェイクアウト

１１月５日の「津波防
災の日」に併せ，地
震時の適切な行動を
県内一斉に取るシェ
イクアウトを実施

広島県「みんなで減
災」備えるフェア

県内の小売店舗等の
協力を得て，県内一
斉に，非常持出品や
備蓄品等を備えよう
というキャンペーンを
展開

１１月

広島県「みんなで減
災」備えるフェア

（９月と同様）
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シェイクアウト
（安全行動１－２－３）教材イメージ

（Ａ３両面二つ折り）


