
日本は災害を受けやすい国土です

これらの災害に対し
国や行政が防災対策に力を
入れるのはもちろんですが、
個人が高い意識をもって
災害に備え少しでも被害を
減らしましょう。

災害
知識
を増やそう！

千葉県東方沖から三陸沖にかけての日本海溝、三陸沖から十勝沖を経て択捉島沖にか
けての千島海溝周辺では、M7や8クラスの大規模地震が数多く発生しています。明治
29年の明治三陸地震津波のように巨大な津波により甚大な被害を生じたもの、約40
年間隔で発生する宮城県沖地震のように切迫性が指摘されているもの等、多様なタイ
プの地震があります。

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

中部圏・近畿圏を含む西日本の内陸の地震活動は、過去の事例から、南海トラフ沿いで
発生する大規模地震の前後で活発化する傾向が見られており、次の南海トラフ沿いの
大規模地震の発生に向けて、活動期に入っているとの指摘もあります。中部圏・近畿圏
直下地震対策としては、木造密集市街地の防災対策の推進、京都、奈良を中心とする文
化遺産の被害軽減、大阪湾・伊勢湾に集積する石油コンビナート地域及び周辺の安全確
保等が挙げられます。

中部圏・近畿圏直下地震対策

出典：内閣府ホームページ  防災パンフレット「日本の災害対策」 　
　　　http://www.bousai.go.jp/1info/pdf/saigaipamphlet_je.pdf

出典：内閣府ホームページ  防災パンフレット「水害・土砂災害から家族と地域を守るには」　http://www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/h30_tebikisho.pdf

南海トラフ沿いの地域については、これまで100～150年の周期で海溝型巨大地震が
発生しており、大きな被害を生じさせてきました。そのため、平成23年３月に発生した
東日本大震災の教訓を踏まえ、「あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波」を
想定することとしました。

南海トラフ地震

死者（最大） 資産等の被害 生産・サービス低下の影響

約32万3000人 約170兆円 約45兆円

南海トラフ震災の被害想定

　日本は、地震、火山活動が活発な環太
平洋変動帯に位置し、世界の0.25%とい
う国土面積に比較して、地震の発生回数
や活火山の分布数の割合は極めて高いも
のとなっています。
　また、地理的、地形的、気象的諸条件
から、地震や津波に加え、台風、豪雨、豪
雪等の自然災害が発生しやすい国土と
なっています。

　近い将来の発生の切迫性が指摘されている大規模地震として、南海トラ
フ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、首都直下地震、中部圏・近畿
圏直下地震があります。
　なお、これらの大規模地震以外で
も、過去30年の発生例に見られるよ
うに、地震は全国どこでも起こる可能
性があり、どの地方においても注意が
必要です。

　現在、地球規模で地球温暖化が進んでいます。将来、温室効果
ガスにより、21世紀末に向けて、世界の平均気温は上昇し、気候
変動の影響のリスクが高くなると予測されています。
　国内においては、日降水量100mm以上、200mm以上の日数
は1901～2017年において増加している一方で、日降水量
1.0mm以上の日数は減少しています。今後も比較的高水準の温
室効果ガスの排出が続いた場合、短時間強雨の頻度がすべての
地域で増加すると予測されています。　
　また、経済成長に伴う人口・建物の密集、都市部への諸機能の
集積や地下空間の大規模・複雑な利用等により、水害や土砂災害
による人的・物的被害は大きなものとなるおそれがあり、復旧・
復興に多大な費用と時間を要することとなります。
　平成26年8月豪雨による広島市の土砂災害、平成27年9月関
東・東北豪雨、平成29年7月九州北部豪雨と、近年、日本各地に
大きな被害をもたらす水害・土砂災害が続発しています。

阪神・淡路大震災（1995年1月）　写真提供：神戸新聞社

御笠川の氾濫により浸水した博多駅筑紫口付近（平成15年7月）

出典：国土交通省ホームページ

※最新の情報に更新されるまでに時間を要する場合がありますので、最新版は各市区町村にお問い合わせ下さい。

出典：山形県鶴岡市ホームページ
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南海トラフ

災のために

ハザードマップ

洪水ハザードマップの例

まず地域の災害リスクを知ることが大事です。

がけ崩れ

地すべり

土石流

大規模地震

水害・土砂災害

川の水かさが急に増えたり、氾濫したりします。
床下・床上浸水が起こったり、道路が冠水したりします。
排水溝や下水で処理しきれない水が地下街や地下室へ
流れ込みます。
地盤がゆるみ、土石流やがけ崩れが発生したりします。

　ハザードマップは、水害・土砂災害等の自然災害による被害
を予測し、その被害範囲を地図として表したものです。災害の
発生が予測される範囲や被害程度、さらには避難経路、避難場
所などの情報が地図上に図示されます。ただし、ハザードマッ
プで指名されていない

場所で被害が生じたり、ハザードマップの情報より
規模の大きな現象が生じたりする場合もあります。
　ご自身の住む地域のハザードマップについては、
各市区町村の防災担当窓口でご確認ください。国
土交通省ハザードマップポータルサイト※では、地
域とマップの種類を選ぶことで、目的のハザード
マップを入手することができます。

斜面の地表に近い部分が、雨水の浸透や地震
等でゆるみ、突然、崩れ落ちる現象です。崩れ
始めてから、崩れ落ちるまでの時間がごく短く、
人家の近くで起きると逃げ遅れる人も多く、人
命を奪うことの多い災害です。

斜面の一部あるいは全部が地下水の影響と重
力によってゆっくりと斜面下方に移動する現象
です。移動する土塊の量が大きいため、甚大な
被害を及ぼします。

山腹や川底の石、土砂が長雨や集中豪雨など
によって一気に下流へと押し流される現象です。
時速20～40㎞という速度で一瞬のうちに人家
や畑などを壊滅させてしまいます。

中部圏・近畿圏直下
の地震 直下型地震

老朽木造市街地や文化財の
被災が懸念

首都直下地震
直下型地震

我が国の中枢機能の被災が懸念
南関東域で30年以内に
Ｍ７クラスの地震が発生する
確率：70％程度

いつかは
起きる？

毎年の
ように頻発！

そこで

の

水害・土砂災害から身を守るには、どうすれば？

想定される大規模地震

土砂災害の種類

集中豪雨が起きると…

首都地域においては、関東大地震のようなM8クラスの海溝型巨大地震が200～400
年間隔で発生すると考えられています。また、M8クラスの地震が発生する前にM7クラ
スの「首都直下地震」が数回発生すると予想されており、その切迫性が指摘されています。

首都直下地震

死者（最大） 全壊・焼失家屋要救助者 資産等の被害

約2万3000人 約61万棟約7万2000人 約47兆円

生産・サービス低下の影響

約48兆円

首都直下地震の被害想定

日本海溝・千島海溝
周辺海溝型地震
海溝型地震

20mを超える大きな津波
根室沖：30年以内に地震が発生
する確率：50％など様々なケース

南海トラフ地震
海溝型地震

西日本全域に及ぶ超広域震災
30年以内にＭ８～Ｍ９クラスの

大規模地震が
発生する確率：70％程度

相模トラフ沿いの
海溝型地震 海溝型地震

30年以内に大正関東地震タイプ
などＭ８クラスの地震が発生する
確率：０～２％程度
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