
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難勧告等の判断・伝達マニュアル 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１月 

 

 

 

 

平  取  町 



 

 

 
〈 目  次 〉 

 

第１編 水害編 

１ 避難勧告等の対象とする水害…………………………………………… １ 

   ２ 避難勧告等の対象とする水害の危険性がある区域…………………… ２ 

   ３ 避難勧告等を判断する情報……………………………………………… ３ 

   ４ 河川の水位と発表される洪水予報等…………………………………… ４ 

５ 避難勧告等により立ち退き避難が必要な住民に求める行動………… ５ 

６ 避難勧告等の発令の判断基準…………………………………………… ６ 

７ 避難勧告等の解除の判断基準…………………………………………… ７ 

８ 助言を求めることのできる機関………………………………………… ７ 

９ 避難勧告等の伝達方法…………………………………………………… ８ 

１０ 避難勧告等の伝達文……………………………………………………… ８ 

 

別添 「主要水位・雨量観測所一覧」 

 

 

 

第２編 土砂災害編 

１ 避難勧告等の対象とする土砂災害………………………………………１１ 

   ２ 避難勧告等の対象とする土砂災害の危険性がある区域………………１２ 

   ３ 避難勧告等の発表単位……………………………………………………１２ 

   ４ 避難勧告等を判断する情報………………………………………………  １３ 

５ 避難勧告等により立ち退き避難が必要な住民に求める行動………… １４ 

６ 避難勧告等の発令の判断基準……………………………………………  １５ 

７ 避難勧告等の解除…………………………………………………………１６ 

８ 助言を求めることのできる機関………………………………………… １６ 

９ 避難勧告等の伝達方法……………………………………………………  １６ 

10 避難勧告等の伝達文………………………………………………………１７ 

 

別添 「土砂災害危険箇所等一覧」 

巻末資料 

Ⅰ 避難勧告等判断フロー図（土砂災害） 

Ⅱ 土砂災害の前兆現象について 

Ⅲ 平取地区水害タイムラインイメージ図



 

1 

 

第１編 水害編 

１ 避難勧告等の対象となる水害 

  本マニュアルで避難勧告等の対象となる水害は、立ち退き避難が必要となる洪水予報河川による

氾濫を基本とする。ただし、これ以外の小河川であっても、浸水深が局所的に深くなることが見込

まれる場合等は、必要に応じて避難勧告等の発令とする。 

《対象（立ち退き避難が必要な災害の事象）》 

①  比較的大きな河川において、堤防から水が溢れたり（越流）、堤防が決壊したりした場合に、

河川から氾濫した水の流れが直接家屋の流失をもたらすおそれがある場合 

②  山間部等の川の流れが速いところで、河岸浸食や氾濫流により、家屋の流失をもたらすおそ

れがある場合 

③ 氾濫した水の浸水の深さが深く、平屋の建物で床上まで浸水するか、２階建て以上の建物で浸

水の深さが最上階の床の高さを上回ることにより、屋内での安全確保措置をとるのみでは命に危

険が及ぶ可能性のある場合 

  

《避難勧告等の対象としない小河川・下水道等の条件（次の３条件に該当することが必要）》  

・ 最大浸水深が床下以下である等、浸水によって居室に命の危険を及ぼすようなおそれがないと想 

 定される場合  

・ 河岸侵食や氾濫流により家屋流失をもたらすおそれがないと想定される場合  

・ 地下施設・空間（住宅地下室等）について、その利用形態と浸水想定から、その居住者・利用 

者に命の危険が及ばないと想定される場合 
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２避難勧告等の対象とする水害の危険性がある区域 

水害で避難勧告等の対象となる区域は、別添「防災ガイドマップ」を基本とするが、発令時の河川

状況、堤防の決壊、氾濫のおそれがある地点等の諸条件に応じて想定される浸水区域を基本とする。

そのうち、命を脅かす危険性が高く、安全な地域への移動を伴う立ち退き避難を必要とする区域（対

象建物）は次のとおりである。 

 

(1) 沙流川 

・堤防から水があふれたり(越流)、堤防が決壊した場合を想定し、堤防に沿った一定の幅の区域等 

に立地する氾濫水により倒壊のおそれのある家屋 

・堤防の決壊等で氾濫した場合、浸水深が概ね0.5mを超える区域の平屋家屋 

・堤防の決壊等で氾濫した場合、浸水深が概ね3mを超える区域の２階建て家屋 

・堤防の決壊等で氾濫した場合、氾濫水が行き止まるなどして長期間深い浸水が続くことが想定さ 

れる区域（長期間の浸水家屋内の孤立者が多数発生した場合には、救出や水・食料等の供給が困 

難となるおそれがあるため、立ち退き避難する） 

 

(2) 沙流川以外の河川（洪水予報河川となっていない小河川） 

 ・山間部等の川の流れが速いところで、洪水により川岸が侵食されるか、氾濫した水の流れによ 

り流失をもたらす可能性のある河川沿いの家屋 

・最大浸水深が概ね0.5m以上となる平屋家屋の場合 

※氾濫による浸水域の最大水深がほとんど床下相当以下と想定されることから、基本的に立ち 

退き避難は必要ないが、上記の場合や個別に地域を確認する必要がある。 
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３ 避難勧告等を判断する情報 

項目 提供元 説明 主な提供システム・サイト 

大雨注意報 気象庁  大雨によって、災害が起こるおそれ

がある場合にその旨を注意して概ね市

町村単位で発表 

 タイムラインレベル１ 

 「事前準備」立ち上げの判断 

≪北海道防災情報システム≫ 

 http://www.bousai-hokkaid

o.jp/ 

 

≪気象庁ホームページ≫ 

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

 

≪防災情報提供システム≫ 
https://bosai.jmainfo.go.jp/ 

（ID/パスワード必要） 
 

≪国土交通省・川の防災情報≫ 

http://www.river.go.jp/ 

携帯版 http://river.go.jp/ 

 

≪タイムラインメーリングリスト≫ 

大雨警報 

(浸水害) 

気象庁  大雨によって、重大な災害が起こる

おそれのある旨を警告して概ね市町村

単位で発表。大雨による浸水について

警戒を呼びかけるものであり、避難準

備・高齢者等避難開始を発令する際の

参考とする。 

 タイムラインレベル２ 

 「早期警戒」段階への移行判断 

大雨特別警

報 

(浸水害) 

気象庁  大雨により、重大な災害が起こるお

それが著しく大きい場合に発表され

る。大雨警報(浸水害)の基準をはるか

に超える大雨に対して発表されるもの

である。大雨特別警報(浸水害)が発表

された場合、既に避難勧告が発令済み

であること、或いは、避難勧告は発令

されていないが災害発生の危険性が高

まっていることについて、改めて呼び

かけを行い、周知を図る。避難勧告の

判断に際し、大雨特別警報(浸水害)の

発表を待つべきではない。 

 タイムラインレベル３ 

 「警戒行動」② 

洪水注意報 気象庁  洪水によって、災害が起こるおそれ

がある旨を注意して概ね市町村単位で

発表される。 

 タイムラインレベル１ 

 「事前準備」立ち上げの判断 

≪北海道防災情報システム≫ 

≪気象庁ホームページ≫ 

≪防災情報提供システム≫ 

 

洪水警報 気象庁  洪水によって、重大な災害が起こる

おそれがある旨を警告して概ね市町村

単位で発表される。洪水予報河川・水

位周知河川以外の河川周辺住宅等に対

する避難の呼びかけ等の参考とする。 

 タイムラインレベル２ 

 「早期警戒」段階への移行判断 

≪北海道防災情報システム≫ 

≪気象庁ホームページ≫ 

≪防災情報提供システム≫ 

 

指定河川洪

水予報 

(洪水予報河

川) 

国土交通

省 

北海道 

気象庁 

 国や北海道が管理する河川のうち、

流域面積が大きく、洪水により大きな

損害を生ずる河川について、洪水のお

それがあると認められるときに発表さ

れる。 

 タイムラインレベル２～５ 

 「警戒行動」②～「応急対応」① 

≪北海道防災情報システム≫ 

≪気象庁ホームページ≫ 

≪防災情報提供システム≫ 

≪川の防災情報≫ 

 http://www.river.go.jp/ 

≪市町村向け川の防災情報≫ 

http://city.river.go.jp/tit

le_city.html （ID/パスワード

必要） 

http://www.river.go.jp/
http://river.go.jp/
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流域雨量指

数の予測値 

気象庁  河川の上流域に降った雨により下流

地域の洪水危険度がどれだけ高まるか

を把握するための指標。 

≪防災情報提供システム≫ 

 

大雨警報(浸

水害) 

・洪水警報の

危険度分布 

気象庁  大雨警報(浸水害)・洪水警報を補足

する情報。 

≪防災情報提供システム≫ 

 

降水短時間

予報 

気象庁  6時間先までの1時間毎の降水量分布

の予想。 

≪気象庁ホームページ≫ 

≪防災情報提供システム≫ 

府県気象情

報 

気象庁  警報等に先立って警戒・注意を呼び

かけたり、警報等の内容を補完して現

象の経過、予想、防災上の留意点を解

説したりするために、管区気象台及び

各地方気象台から適時発表される。 

≪気象庁ホームページ≫ 

≪防災情報提供システム≫ 

 

※ ２３ページ「平取地区水害タイムライン」のイメージ図参照 

 

 

４ 河川の水位と発表される洪水予報等 

水位 指定河川洪水予報
洪水予報河川にお

けるレベル
水防警報 住民避難

沙流川氾濫発生情報

待機
レベル１

避難準備・高齢者等避難開始

避難勧告・避難指示（緊急）

堤防天端高

氾濫危険水位

避難判断水位
レベル２ （注意）

レベル３ （警戒）

レベル４ （危険）

レベル５

避難完了

指示

出動

準備氾濫注意水位

水防団待機水位

沙流川氾濫注意情報

沙流川氾濫警戒情報

沙流川氾濫危険情報

 

 

○情報の名称等 

■水位 

①氾濫注意水位   水防団待機水位(通報水位)を超える水位であって、洪水による災害の発生を 

警戒すべき水位をいう。 

②避難判断水位  氾濫注意水位(警戒水位)を超える水位であって、洪水による災害の発生を特 

に警戒すべき水位をいう。 

③氾濫危険水位   洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫のおそれがある水位をい 

う。 

 

■指定河川洪水予報 

①氾濫注意情報   氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれた時 

②氾濫警戒情報   避難判断水位に到達した時、あるいは水位予測に基づき氾濫危険水位に到 

達すると見込まれた時 

③氾濫危険情報   氾濫危険水位に到達した時 

④氾濫発生情報   氾濫が発生した時 
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５ 避難勧告等により立退き避難が必要な住民に求める行動 

※１ 近隣の安全な場所：指定緊急避難場所ではないが、近隣のより安全な場所・建物等 

※２ 屋内安全確保：その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動 

 

区 分 用語の意味（根拠条項） 立ち退き避難が必要な居住者等に求める行動 

避難準備 

・高齢者等

避難開始 

災害対策基本法第５６条 

 

市町村長が、避難のための立退きの

準備その他の措置について行う必

要な通知又は警告。 

・避難に時間のかかる要配慮者とその支援者は

立退き避難する。 

・その他の人は立退き避難の準備を整えるとと

もに、以後の防災気象情報、水位情報等に注意

を払い、自発的に避難を開始することが望まし

い。 

・特に、急激な水位上昇のおそれがある河川沿

いでは、避難準備が整い次第、洪水に対応した

指定緊急避難場所へ立退き避難することが強く

望まれる。 

避難勧告 災害対策基本法第６０条 

 

市町村長は、必要と認める地域の居

住者等に対し、避難のための立退き

を勧告することができる。 

避難のための立退き避難を行う

ことによりかえって人の生命又は

身体に危険が及ぶおそれがあると

認めるときは、必要と認める地域の

居住者等に対し、屋内での待避その

他の屋内における避難のための安

全確保に関する措置を指示するこ

とができる。 

・洪水に対応した指定緊急避難場所へ速やかに

立退き避難する。 

・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって

命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合

には、「近隣のより安全な場所」（※１）への

避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難

行動として、「屋内安全確保」（※２）を行う。 

避難指示 

（緊急） 

災害対策基本法第６０条 

 

市町村長は、必要と認める地域の居

住者等に対し、急を要すると認める

ときは、避難のための立退きを指示

することができる。 

避難のための立退き避難を行う

ことによりかえって人の生命又は

身体に危険が及ぶおそれがあると

認めるときは、必要と認める地域の

居住者等に対し、屋内での待避その

他の屋内における避難のための安

全確保に関する措置を指示するこ

とができる。 

・既に災害が発生していてもおかしくない極め

て危険な状況となっており、未だ避難していな

い人は、洪水に対応した指定緊急避難場所へ緊

急に避難する。 

・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって

命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合

には、「近隣の安全な場所」（※１）への避難

や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動

として、「屋内安全確保」（※２）を行う。 
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６ 避難勧告等の発令の判断基準 
避難勧告等は、以下の基準を参考に気象予測や河川水位等の情報、河川巡視等からの報告等を含

めて総合的に判断する。 

 

※ 避難勧告等の発令基準としては、水位を最も重要な判断材料とする。その上で水位上昇の 

見込みに関する情報を組み合わせる。 

 

 【内水氾濫地域に対する避難勧告】 

・内水氾濫については、大雨警報が発令された場合に避難準備・高齢者等避難開始

を発令することを基本とし、雨量情報等をあわせて活用する。 

・浸水が発生した場合や、重大な被害が生じる恐れが想定される場合等は、避難指 

示（緊急）を発令する。 

 
平取町防災ガ
イドマップに
おける浸水想
定区域及び土
砂災害防止想
定区域 
 

 

【沙流川以外の河川の増水における避難情報の判断基準】 

《避難準備情報》 

○河川の増水、当該地域の降雨状況や近隣の降雨予測により浸水の可能性がある

と判断されるとき 

※参考 

はん濫注意水位（貫気別川75.95ｍ、額平川73.0ｍ）に到達し、なおはん濫危

険水位（貫気別川77.22ｍ、額平川74.71ｍ）に到達すると予想されるとき 

 ○職員、自治会、消防団などによる地域情報から、浸水の可能性があると判断さ

れるとき 

《避難勧告》 

 ○河川の増水、当該地域の降雨状況や近隣の降雨予測により浸水の危険性が高い

と判断されるとき 

  ※参考 

 

平取町防災ガ

イドマップに

おける浸水想

定区域及び土

砂災害防止想

定区域 

 

 

区分 
基   準 

（次のいずれかに該当した場合に発令する） 
対象地区 

避難準備情

報・高齢者等

避難開始 

１ 大雨警報(浸水害)、洪水警報が発令され、被害の発生が 
 予想されるとき。 
２ 平取観測所で沙流川の避難判断水位（26.30ｍ）に到達し、はん濫
警戒情報において水位の上昇が見込まれ、はん濫危険水位（26.90ｍ）
に到達すると予想されるとき 

３ 軽微な漏水・侵食等が発見された場合 
４ 避難準備・高齢者等避難開始の発令が必要となるような強い 
 降雨を伴う台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予 
 想される場合 
 

 
平取町防災
ガイドマッ
プにおける
浸水想定区
域及び土砂
災害防止想
定区域 

避難勧告 １ 土砂災害警戒情報が発表された場合 
２ 平取観測所で沙流川のはん濫危険水位（26.90ｍ）に到達し、なお
水位の上昇が見込まれるとき 

３ 河川のはん濫の恐れがあるとき 
４ 異常な漏水・侵食等が発見（住民からの通報含む）された場合 
５ 避難勧告の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、 
 夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合 
 

避難指示 

（緊急） 

１ 決壊や越水・溢水が発生した場合 
２ 異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべり等により決壊のおそれ 
 が高まった場合 
３ 樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合（発令対象 
 区域を限定する） 
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はん濫危険水位（貫気別川77.22ｍ、額平川74.71ｍ）に到達し、なお、水位の

上昇が見込まれるとき 

 ○職員、自治会、消防団などによる地域情報から、浸水の危険性が高いと判断さ

れるとき 

《避難指示》 

 ○破堤やはん濫の危険性が非常に高いと判断されるとき 

  ※参考 

河川の水位が堤防天端高に到達するおそれが高く、越水、溢水の恐れがある場合 

○職員、自治会、消防団などによる地域情報から、破堤やはん濫の危険性が非常

に高いと判断されるとき 

 

 

 

７ 避難勧告等の解除の判断基準 

 《沙流川》 

  水位がはん濫危険水位及び背後地盤高を下回り、水位の低下傾向が顕著であり、上流域の降雨が

ほとんど無い場合を基本として、解除するものとする。 

  また、堤防決壊による浸水が発生した場合の解除については、河川のはん濫するおそれがなくな

った段階を基本として、解除するものとする。 

 

《その他の河川》 

  避難勧告等の解除については、当該河川または下水道の水位が十分に下がり、かつ、その他河  

 川等については当該河川の流域雨量指数の予測値が下降傾向である場合を基本として、解除するもの 

とする。 

 

８ 助言を求めることのできる機関 

機関名（連絡先） 助言を求めることができる事項 

室蘭地方気象台 

【電話番号 0143‐22‐3227】 

・気象、水象に関すること。 

室蘭開発建設部 

苫小牧河川事務所 

【電話番号0144-57-9800】 

二風谷ダム管理所 

【電話番号01457-2-4262】 

沙流川ダム建設事業所 

【電話番号01457-2-2111】 

・国管理河川施設に関すること。 

・災害対策用機材等の地域への支援に関すること。 

・保有するリアルタイムの情報に関すること。 

胆振総合振興局 

 室蘭建設管理部事業室治水課 

【電話番号 0143－24－9883】 

・道管理河川施設に関すること。 

・保有するリアルタイムの情報に関すること。 

日高振興局 

 地域創生部地域政策課 

【電話番号 0146－22－9075】 

・災害情報及び被害情報に関すること。 

・避難対策に関すること。 

９ 避難勧告等の伝達方法 

避難勧告等の伝達先・伝達方法は次のとおりとする。  

なお、情報の伝達は、災害の状況等に応じた最善の方法により行うものとする。 
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担当部署 伝達手段 伝達先 

まちづくり課 北海道防災情報システ

ムへの入力 
（災害情報共有システム（Ｌア

ラート）経由でマスメディアへ

情報提供） 

ＴＶ放送 視聴者 

ラジオ放送 聴取者 

緊急速報メール 町内に滞在する携帯電話保持者 

ホームページ ＰＣユーザー等 

広報車 住民等（巡回ルート） 

電話又はＦＡＸ 町内会、自主防災組織 

日高振興局 

室蘭開発建設部 

室蘭地方気象台 

門別警察署 

日高西部消防
組合平取消防
署 

消防車 住民等（巡回ルート） 

電話又はＦＡＸ 消防団 

保健福祉課 電話又はＦＡＸ 要配慮施設 

教育委員会 電話又はＦＡＸ 学校等 

※ 要配慮者利用施設に対して、避難準備・高齢者等避難開始の発令を伝達する場合には、施設 

管理者等は利用者の避難支援を始めるべきであることも併せて伝達する。 

 

 

10 避難勧告等の伝達文 

(1)避難準備・高齢者等避難開始の伝達文の例 

■緊急放送、緊急放送、避難準備・高齢者等避難開始発令。  

■こちらは、平取町（災害対策本部）です。  

■○○地区に○○川に関する避難準備・高齢者等避難開始を発令しました。  

■○○川が氾濫するおそれのある水位に近づいています。  

■次に該当する方は、避難を開始してください。  

・お年寄りの方、体の不自由な方、小さな子供がいらっしゃる方など、避難に時間のかかる方と、

その避難を支援する方については、避難を開始してください。  

・川沿いにお住まいの方（急激に水位が上昇する等、早めの避難が必要となる地区がある場合に言

及）については、避難を開始してください。  

■それ以外の方については、避難の準備を整え、気象情報に注意して、危険だと思ったら早めに避

難をしてください。  

■避難場所への避難が困難な場合は、近くの安全な場所に避難してください。  

 

(2)避難勧告の伝達文の例 

■緊急放送、緊急放送、避難勧告発令。 

■こちらは、平取町（災害対策本部）です。 

■○○地区に○○川に関する避難勧告を発令しました。  

■○○川が氾濫するおそれのある水位に到達しました。  

■速やかに避難を開始してください。  

■避難場所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所に避難するか、屋内の高いところに避難

してください。  

 

(3)避難指示の伝達文の例 
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■緊急放送、緊急放送、避難指示発令。 

■こちらは、平取町（災害対策本部）です。 

■○○地区に○○川に関する避難指示を発令しました。  

■○○川の水位が堤防を越えるおそれがあります。  

■未だ避難していない方は、緊急に避難をしてください。  

■避難場所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所に緊急に避難するか、屋内の高いところに

緊急に避難してください。  

■○○地区で堤防から水があふれだしました。現在、浸水により○○道は通行できない状況です。

○○地区を避難中の方は大至急、近くの安全な場所に緊急に避難するか、屋内の安全な場所に避難

してください。  

（※注 命を守るための最低限の安全確保行動を行うことを呼びかける。）  

 

(4)緊急速報メールの文例（避難勧告・北海道防災情報システムを使用した場合） 

平取町：避難勧告 

00／00 00：00 

地  区：○○地区 

指定緊急避難場所：○○小学校、○○生活館 

理  由：○○川氾濫のおそれ 

備  考：○○地域の○○地区にお住まいの方は、速やかに避難を開始してください。避難場所

への避難が危険な場合は、近くの安全な場所に避難するか、屋内の高いところに避難

してください。 詳細はテレビ・ラジオ等でご確認ください。  
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別添 

 

○主要水位・雨量観測所一覧 
 

【洪水予報河川】 

水 系 河川名 水位観測所 
はん濫 

注意水位 

避難判断 

水位 

はん濫 

危険水位 
所管事業所 

沙流川 沙流川 
新平取大橋

下流約 400ｍ 
23.90ｍ 26.30ｍ 26.90ｍ 

国土交通省室

蘭開発建設部 

 

【その他河川】 

水 系 河川名 水位観測所 
はん濫 

注意水位 

避難判断 

水位 

はん濫 

危険水位 
所管事業所 

沙流川 額平川 貫気別橋 73.00ｍ ｍ 74.71ｍ 
北海道室蘭建

設管理部 

沙流川 貫気別川 セタナイ橋 75.95ｍ ｍ 77.22ｍ 
北海道室蘭建

設管理部 
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第２編 土砂災害編 

１ 避難勧告等の対象とする土砂災害 

  本マニュアルで対象とする土砂災害は次のとおりである。 

対

象 

急傾斜地の崩壊

（崖崩れ） 

降雨時に地中にしみ込んだ水分により不安定化した斜面が急激に崩れ落

ちる現象 

土石流 山腹、谷底にある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 

 

 

対

象

外 

地滑り 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 
※危険性が確認された場合、国や都道府県等が監視・観測等の調査を行う。 

その調査結果又は土砂災害防止法に基づく緊急調査の結果として発表される 

土砂災害緊急情報を踏まえ、市町村として避難勧告等を発令 

火山噴火に伴う

降灰後の土石流 

火山砕屑物等が降雨等により堆積した山腹斜面や渓床から流出する現象 
※土砂災害防止法に基づく土砂災害緊急情報を基に、避難勧告等を判断・伝達 

河道閉塞に伴う

土砂災害 

崖くずれ、土石流などでくずれたり流されたりした大量の土砂が、川をふ

さいで水の流れをせき止める現象 
※土砂災害防止法に基づく土砂災害緊急情報を基に、避難勧告等を判断・伝達 

深層崩壊 土層及びその下の風化した岩盤が同時に崩れ落ちる現象 
※技術的に予知・予測が困難 

山体の崩壊 火山などに代表される脆弱な地質条件の山体の一部が地震動や噴火、深層

風化などが引き金となって大規模な崩壊を起こす現象 
※技術的に予知・予測が困難 
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２ 避難勧告等の対象とする土砂災害の危険性がある区域 

  大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等は市町村単位で発表されるが、避難勧告等は市町村単

位又は一定の地域からなる発令地域毎に発令され、次に示す土砂災害警戒区域・危険箇所等が避難勧

告等の発令対象地域となる。 

対象区域は別添「土砂災害危険箇所等一覧」のとおり 

 

(1) 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等 

① 土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン） 

    土砂災害が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあり、警戒避難体制

を特に整備すべき区域 

② 土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン） 

土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に建築物に損壊が生じ住民等の生命又は

身体に著しい危害が生ずるおそれがあり、一定の開発行為の制限及び建築物の構造の規制をすべ

き区域 

 

(2)  土砂災害危険箇所 

① 急傾斜地崩壊危険箇所の被害想定区域 

 傾斜度 30 度以上、高さ5m 以上の急傾斜地で人家や公共施設に被害を及ぼすおそれのある急

傾斜地及びその近接地 

  ② 土石流危険渓流の被害想定区域 

渓流の勾配が3 度以上（火山砂防地域では2 度以上）あり、土石流が発生した場合に人家や公

共施設等の被害が予想される危険区域 

 

(3) その他の場所 

上記(1)(2)の隣接区域やその他避難の必要がある場所  

 

 

３ 具体的な区域設定の考え方  

避難勧告等の発令範囲を絞り込むため、土砂災害警戒区域・危険箇所等を避難勧告等発令の対象要 

素としてあらかじめ定めておき、土砂災害に関するメッシュ情報において危険度の高まっているメッ 

シュと重なった土砂災害警戒区域・危険箇所等に避難勧告等を発令することを基本とする。  

避難勧告の発令単位としては、地形、地域の実情等に応じて、平取町内をいくつかの地域にあら 

かじめ分割して設定しておく。その上で、豪雨により危険度の高まっているメッシュが含まれる地 

域内の全ての土砂災害警戒区域・危険箇所等に対して避難勧告等を発令することが考えられる。こ 

の地域分割の設定については、情報の受け手である居住者・施設管理者等にとっての理解のしやす 

さ及び情報発表から伝達までの迅速性の確保等の観点から設定する。 
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４ 避難勧告等を判断する情報 

○北海道土砂災害警戒システム（http://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/） 
① 土砂災害警戒情報発表状況 現在の発表状況と過去の発表履歴を表示。 

② 危険度情報 土砂災害の危険度を5ｋｍメッシュで表示（3時間先までの予測を表示可能）。 

土砂災害危険箇所図、危険度判定図（スネーク曲線）、雨量情報を一画面にまとめて表示。 

 

 

 

 

 

 

③ 降雨情報 降雨の状況を1kmメッシュで表示。 

④ 土砂災害警戒区域等の指定状況 土砂災害警戒区域等の区域図等の指定状況を表示。 

○土砂災害警戒判定メッシュ情報（気象庁）（http://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/） 

2時間先までの土砂災害の危険度を5km メッシュで表示したもの。 

 

 

 
項目 提供元 説明 主な提供システム・サイト 

大雨 

注意報 

気象庁 大雨により、災害が起こるおそれがある場合

に発表される。注意を呼びかける対象となる

災害として、注意報文の本文に、土砂災害、

浸水害のいずれか又は両方が記載されてい

る。 

≪北海道防災情報システム≫ 
http://www.bousai-hokkaido.jp/ 

≪気象庁ホームページ≫ 

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

≪防災情報提供システム≫ 
https://bosai.jmainfo.go.jp/ 

（ID/パスワード必要） 

大雨 

警報 

気象庁 大雨により、重大な災害が起こるおそれがあ

る場合に発表される。警戒を呼びかける対象

となる災害に応じ、「大雨警報（土砂災害）」

「大雨警報（浸水害）」「大雨警報（土砂災

害、浸水害）」という名称で発表される。 

土砂災害

警戒情報 

気象庁と

道の共同

発表 

大雨警報（土砂災害）等が発表されている状

況で、土砂災害発生の危険度が更に高まった

ときに発表される。 

≪北海道土砂災害警戒システム≫

≪北海道防災情報システム≫ 

≪気象庁ホームページ≫ 

≪防災情報提供システム≫ 

大雨 

特別警報 

気象庁 大雨により、重大な災害が起こるおそれが著

しく大きい場合に発表される。警戒を呼びか

ける対象となる災害に応じ、「大雨特別警報

（土砂災害）」「大雨特別警報（浸水害）」

「大雨特別警報（土砂災害、浸水害）」とい

う標記で発表される。 

≪北海道防災情報システム≫ 

≪気象庁ホームページ≫ 

≪防災情報提供システム≫ 

記録的 

短時間 

大雨情報 

気象庁 大雨警報（浸水害）等が発表されている状況

で、数年に一度しか起こらないような記録的

な短時間の大雨を観測したときに発表され

る。 

 

【危険度の表示】更新間隔 30 分 

赤－実況で土砂災害警戒情報発表基準超過  

橙－実況で大雨警報（土砂災害）発表基準超過  

黄－実況で大雨注意報発表基準超過 

【危険度の表示】更新間隔 10 分 

 濃紫－実況で土砂災害警戒情報発表基準超過 

 薄紫－２時間後までの土砂災害警戒情報発表基準超過 

 橙 －実況又は予想で大雨警報（土砂災害）発表基準超過 

 黄 －実況又は予想で大雨注意報発表基準超過 

http://www.njwa.jp/hokkaido-sabou/
http://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/
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５ 避難勧告等により立ち退き避難が必要な住民に求める行動 

 

 

 

 

 

区 分 用語の意味（根拠条項） 立ち退き避難が必要な住民等に求める行動 

避難準備 

・高齢者等

避難開始  

 

 

災害対策基本法第５６条  

 

市町村長が、避難のための立退き

の準備その他の措置について行う

必要な通知又は警告。  

・避難に時間のかかる要配慮者とその支援者は

立退き避難する。  

・その他の人は立退き避難の準備を整えるとと

もに、以後の防災気象情報等に注意を払い、自

発的に避難を開始することが望ましい。  

・特に、突発性が高く予測が困難な土砂災害の

危険性がある区域では、避難準備が整い次第、

土砂災害に対応した指定緊急避難場所へ立退き

避難することが強く望まれる。  

避難勧告 

 

災害対策基本法第６０条  

 

市町村長は、必要と認める地域の

居住者等に対し、避難のための立退

きを勧告することができる。  

避難のための立退き避難を行う

ことによりかえって人の生命又は

身体に危険が及ぶおそれがあると

認めるときは、必要と認める地域の

居住者等に対し、屋内での待避その

他の屋内における避難のための安

全確保に関する措置を指示するこ

とができる。  

・土砂災害に対応した指定緊急避難場所へ速や

かに立退き避難する。  

・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって

命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合

には、「近隣の安全な場所」（※１）への避難

や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動

として、「屋内安全確保」（※２）を行う。  

避難指示

（緊急） 

災害対策基本法第６０条 

  

市町村長は、必要と認める地域の

居住者等に対し、急を要すると認め

るときは、避難のための立退きを指

示することができる。  

避難のための立退き避難を行う

ことによりかえって人の生命又は

身体に危険が及ぶおそれがあると

認めるときは、必要と認める地域の

居住者等に対し、屋内での待避その

他の屋内における避難のための安

全確保に関する措置を指示するこ

とができる。  

・既に災害が発生していてもおかしくない極め

て危険な状況となっており、未だ避難していな

い人は、土砂災害に対応した指定緊急避難場所

へ緊急に避難する。  

・指定緊急避難場所への立退き避難はかえって

命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合

には、「近隣の安全な場所」（※１）への避難

や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動

として、「屋内安全確保」（※２）を行う。  
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６ 避難勧告等の発令の判断基準 

避難勧告等の発令の判断基準は次のとおりとする。 

ただし、基準に該当しない場合であっても、現地や気象の状況を総合的に勘案し、避難勧告等を

発令するものとする。 

 

〈避難勧告等の発令判断基準〉                                            

区

分 

基     準 

（次のいずれかに該当した場合に発令する） 

対 象 区 域 

（土砂災害危険箇所内の住家等を基本とする。） 

避
難
準
備
・
高
齢
者
等
避
難
開
始 

１ 大雨警報（土砂災害）が発表された場

合 

北海道土砂災害警戒情報システムの判定メッシュ

情報（以下「メッシュ情報」という。）で大雨警報

（土砂災害）の発表基準を超過した区域（橙） 

２ 大雨注意報が発令され、当該注意報の

中で、夜間～翌日早朝に大雨警報（土砂

災害）に切り替える可能性が言及されて

いる場合 

メッシュ情報で大雨注意報の発表基準を超過した

区域（黄） 

避
難
勧
告 

１ 土砂災害警戒情報が発表された場合 メッシュ情報で土砂災害警戒情報の発表基準を超

過した区域及びその周辺の大雨警報（土砂災害）の

発表基準を超過した区域（赤及びその周辺の橙） 

２ 土砂災害の前兆現象（湧き水・地下水

の濁り、渓流の水量の変化等）が発見さ

れた場合 

当該前兆現象が発見された箇所及びその周辺の区

域 

（土砂災害危険箇所以外の区域で発見された場合

を含む。） 

避
難
指
示
（
緊
急
） 

１ 土砂災害警戒情報が発表されており、

さらに記録的短時間大雨情報が発表さ

れた場合 

メッシュ情報で土砂災害警戒情報の発表基準を超

過した区域（赤）のうち、記録的短時間大雨情報が

発表された地域（発表文で確認。例：○○町北部付

近）及びその周辺の地域 

２ 土砂災害が発生した場合 当該土砂災害が発生した箇所及びその周辺の区域 

（土砂災害危険箇所以外の区域で発見された場合

を含む。） 

・重要な情報については、気象情報等を発表した気象官署、砂防関係機関等との間で相互に情報交換

する。 

・想定を超える規模の災害が発生することや、想定外の事象が発生することもあることから、関係機

関との情報交換を密に行い、気象台が発表する情報に留意するとともに、近隣で災害や前兆現象が発

生していないか等、広域的な状況把握に努める。 

・土砂災害の前兆現象等、巡視等により自ら収集する現地情報、レーダ観測でとらえた強い雨の地域、

避難行動の難易度（夜間や暴風の中での避難）等、必ずしも数値等で明確にできないものも考慮し、

メッシュ情報で土砂災害警戒情報の発表基準を超過していない場合も総合的に判断を行う。 
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７ 避難勧告等の解除 

避難勧告等の解除は土砂災害警戒情報が解除された段階を基本とするが、土砂災害は降雨が終わっ 

た後であっても発生することがあるため、気象情報をもとに今後まとまった降雨が見込まれないこと 

を確認するとともに、現地の状況を踏まえ、土砂災害の危険性について総合的に判断することが必要 

となる。この際、市町村は国・道の土砂災害等の担当者に助言を求めることを検討する。 

 

 

８ 助言を求めることのできる機関 

 

機関名（連絡先） 助言を求めることができる事項 

室蘭地方気象台 

【電話番号 0143－22－3227 】 

・気象、地象、水象に関すること。 

室蘭開発建設部 

  苫小牧河川事務所 

【電話番号 0144－57－9800 】 

・直轄砂防施設に関すること。 

・土砂災害の前兆現象に係る技術的な所見に関すること。 

・災害対策用機材等の地域への支援に関すること。 

・保有するリアルタイムの情報に関すること。 

胆振総合振興局 

 室蘭建設管理部事業室治水課 

 【電話番号 0143－24－9883 】 

・土砂災害危険箇所及び土砂災害（特別）警戒区域に関すること。 

・土砂災害の前兆現象に係る技術的な所見に関すること。 

・北海道土砂災害警戒情報システムに関すること。 

・保有するリアルタイムの情報に関すること。 

日高振興局 

地域創生部地域政策課 

【電話番号 0146－22－9075 】 

・災害情報及び被害情報に関すること。 

・避難対策に関すること。 
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９ 避難勧告等の伝達方法 

避難勧告等の伝達先・伝達方法は次のとおりとする。 

  なお、情報の伝達は、災害の状況等に応じた最善の方法により行うものとする。 

担当部署 伝達手段 伝達先 

まちづくり課 北海道防災情報システ

ムへの入力 
（災害情報システム（Lアラー

ド）でマスメディアへ情報提

供） 

ＴＶ放送 視聴者 

ラジオ放送 聴取者 

緊急速報メール 町内に滞在する携帯電話保持者 

ホームページ ＰＣユーザー等 

広報車 住民等（巡回ルート） 

電話又はＦＡＸ 町内会、自主防災組織 

日高振興局 

室蘭開発建設部 

室蘭地方気象台 

門別警察署 

日高西部消防組

合平取消防署 

消防車 住民等（巡回ルート） 

電話又は電子メール 消防団 

保健福祉課 電話又はＦＡＸ 要配慮者利用施設（※） 

教育委員会 電話又はＦＡＸ 学校等 

 ※要配慮者利用施設に対して、避難準備・高齢者等避難開始の発令を伝達する場合には、施設管  

理者等は利用者の避難支援を始めるべきであることも併せて伝達する。 

 

 

10 避難勧告等の伝達文 

(1)避難準備・高齢者等避難開始の伝達文の例 

■緊急放送、緊急放送、避難準備・高齢者等避難開始発令。 

■こちらは、平取町（災害対策本部）です。 

■○○地区に土砂災害に関する避難準備・高齢者等避難開始を発令しました。  

■土砂災害の危険性が高まることが予想されます。  

■次に該当する方は、避難を開始してください。  

・お年寄りの方、体の不自由な方、小さな子供がいらっしゃる方など、避難に時間のかかる方と、 

その避難を支援する方  

・崖の付近や沢沿いにお住まいの方（早めの避難が必要となる地区がある場合に言及）については、

避難を開始してください。  

■それ以外の方については、避難の準備を整え、気象情報に注意して、危険だと思ったら早めに避

難をしてください。  

■避難場所への避難が困難な場合は、近くの安全な場所に避難してください。  
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(2)避難勧告の伝達文の例 

■緊急放送、緊急放送、避難勧告発令。 

■こちらは、平取町（災害対策本部）です。 

■○○地区に土砂災害に関する避難勧告を発令しました。  

■土砂災害の危険性が高まっています。  

■速やかに避難を開始してください。  

■避難場所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所に避難するか、屋内の高いところに避難

してください。  

 

【緊急速報メールの文例（避難勧告・北海道防災情報システムを使用した場合）】 

平取町：避難勧告 00／00 00：00 

地  区：○○地区 

指定緊急避難場所：○○小学校、○○生活館 

理  由：土砂災害発生のおそれ  

備  考：当該地区の急傾斜地、崖地、沢地などに滞在中の方は、速やかに避難してください 

     詳細はテレビ・ラジオ等でご確認ください。 

 

(3)避難指示（緊急）の伝達文の例 

■緊急放送、緊急放送、避難指示発令。 

■こちらは、平取町（災害対策本部）です。 

■○○地区に土砂災害に関する避難指示を発令しました。  

■△△地区で土砂災害の発生（または、山鳴り、流木の流出）が確認されました。  

■土砂災害の危険性が極めて高まっています。  

■未だ避難していない方は、緊急に避難をしてください。  

■避難場所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所に緊急に避難するか、屋内の山から離れ

た高いところに緊急に避難してください。  

 

〈留意事項〉 

・指定緊急避難場所へ避難する際は、他の土砂災害危険箇所内の通過は避けること。土石流に関しては

渓流に直角方向に移動し、できるだけ渓流から離れること。渓流を渡って対岸に避難することは避ける。 

・指定緊急避難場所への避難が困難な場合には、生命を守る最低限の行動として、周囲の建物より比較

的高い建物（鉄筋コンクリート等の堅固な構造物）の２階以上（斜面と反対側の部屋）に避難すること

を心がける。 
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別添 

 

○土砂災害危険箇所等一覧 

 

【急傾斜地崩壊危険箇所】 

図番号 箇所番号 箇所名 
警戒区域 

(ｲｴﾛｰｿﾞｰﾝ 

特別警戒

区域 

(ﾚｯﾄﾞｿﾞｰﾝ) 

人家 

等の 

有無 

急 034 Ⅰ-3-349-1989 平取本町１（本町上団地手前神社下） ○ ○ 有 

急 035 Ⅰ-3-350-1990 平取本町２（病院の沢 神社側） ○ ○ 有 

急 036 Ⅰ-3-351-1991 平取本町３（病院の沢 平和塔側） ○ ○ 有 

急 037 Ⅰ-3-352-1992 平取本町４（町民体育館裏） ○ ○ 有 

急 038 Ⅰ-3-353-1993 平取川向１（衛生施設北側） ○ ○ 有 

急 039 Ⅰ-3-354-1994 平取川向２（破砕処理施設北側） ○ ○ 有 

急 042 Ⅰ-3-537-3095 平取本町７（養護学校寄宿舎裏） ○  有 

急 043 Ⅰ-3-538-3096 平取本町８（かつら団地法面） ○ ○ 有 

急 048 Ⅱ-3-219-1392 平取本町９（びらとり農協裏） ○ ○ 有 

      

平取町 計９箇所 

 

 

【土石流危険渓流】 

図番号 箇所番号 箇所名 
警戒区域 

(ｲｴﾛｰｿﾞｰﾝ 

特別警戒 

区域 

(ﾚｯﾄﾞｿﾞｰﾝ) 

人家 

等の 

有無 

土 070 Ⅰ34-0070 オバウシナイ小川 ○ 
 

有 

土 071 Ⅰ34-0080 義経神社の沢川 ○ 
 

有 

土 080 Ⅰ34-0260 オクノ沢川 ○  有 

土 081 Ⅰ34-0270 ユオイ沢川 ○  有 

土 083 Ⅱ34-0280 吉田川 ○  有 

土 084 Ⅰ34-0290 ユーラップ小沢川 ○  有 

      

平取町 計６箇所 

 

※図については室蘭建設管理部 HP 参照（http://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/mkk/） 

 

 

http://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/mkk/
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巻末資料Ⅰ 避難勧告等判断フロー図（土砂災害）  【土シ】＝北海道土砂災害警戒情報システム 

 

 

 

 

 

 

 

「避難準備情報」発令    （必要に応じ範囲の拡大を検討） 

記録的短時間大雨情報の発表文で地域を確認 

例 平取町北部付近で約１００ミリ 

【土シ】上記周辺の赤メッシュを確認 

【土シ】赤及び橙メッシュはあるか 

橙 

橙 

橙 

赤 赤 

橙 橙 橙 

橙 橙 

【土シ】該当メッシュ内に「土砂災害危険箇所」かつ「避難

させるべき家屋又は施設」があるか 

YES 

引き続き監視・情報収集 

YES 

「大雨警報（土砂災害）」発表 

 

「土砂災害警戒情報」発表 

さらに「記録的短時間大雨情報」発表 

【土シ】赤メッシュはあるか 引き続き監視・情報収集 

YES 

情報収集 

勧告対象地域を特定 

【土シ】赤及びその周辺の橙メッシュ内に「土砂災害

危険箇所」かつ「避難させるべき家屋又は施設」が

あるか 

 

「避難勧告」発令    （必要に応じ範囲の拡大を検討） 

 判断 

 判断 

「避難指示」発令    （必要に応じ範囲の拡大を検討） 

 判断 

前兆現象の発生 

土砂災害の発生 

一定時間経過 

NO 

一定時間経過 

情報収集 

指示対象地域を特定 

YES 

NO 

橙 

橙 
 

赤 橙 

橙 橙  

 

 

 橙 橙 

【避難準備情報

の対象範囲】 

赤及び橙 

【避難勧告の 

対象範囲】 

赤及び周辺の橙 

【避難指示の 

対象範囲】 

赤 

橙 

橙 

赤 

赤 赤 

橙 橙 橙 

橙 橙 

NO 

NO 

【主な災害対応】 

防災体制の確立、避難所の開設準備 

災害情報の収集、現地パトロール等 
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巻末資料Ⅱ 土砂災害の前兆現象について 

 

土砂 

災害 

の種類 

状 況 種 類 現 象 の 内 容 説   明 

土石流 

直前 

土石流の

発生 

近くで山崩れ、土石流が発

生している 

周辺の斜面や渓流は地形・地質や降水量がほぼ同じである場合が

ほとんどであり、近隣で崩壊や土石流が発生している場合は、隣

接する渓流でも土石流の発生する可能性は高い。 

土臭いに

おい 

異常なにおい（土臭い、も

のの焼けるにおい、酸っぱ

いにおい、木のにおい等）

がする。 

渓流の上流で崩壊等がすでに発生し、巨レキ同士がぶつかり合う

ときのにおいや崩壊土砂による土のにおい、崩壊に伴って発生し

た流木のにおいなどが考えられる。 

渓流の急

激な濁り 

渓流の流水が急激に濁り

出したり、流木などが混ざ

っている 

渓流の上流部で土石流が発生したために、土砂や倒木が渓流に流

入、その後、流下してきたときに認められる現象。土石流発生に

つながる可能性が高い。 

渓流水位

激減 

渓流の水位が降雨量の減

少に関わらず低下しない 

渓流に新たな、又は過度の地下水の供給が生じているときに認め

られる現象。土石流発生の引き金となる。 

地鳴り 異様な山鳴りや地鳴りが

する 

渓流沿いの斜面内部の地下水の上昇による圧力の増加等に伴い、

斜面内部の結合力が低下し、斜面全体が岩塊として異変（移動）

して山鳴り・地鳴りが生じる現象。崩壊が起こり、土石流発生に

つながる可能性が高い。 

１～２

時間前 

渓流内で

転石の音 

渓流付近の斜面が崩れ出

したり。落石などが 

発生している音がする 

渓流沿いの斜面が崩れやすくなっている。大規模な崩壊が発生し

た場合、土石流発生の引き金になる。 

立木の裂ける音や巨レキ

の流れる音が聞こえ 

る 

渓流の上流部で土石流が発生したために、巨レキがぶつかる音や

立ち木の折れる音などが下流まで聞こえる現象。 

流木発生 渓流の流水に流木などが

混ざっている 

渓流の上流部で土石流が発生したために倒木が渓流に流入し、流

下してきたときに認められる現象。 

２～３

時間前 

流水の異

常な濁り 

渓流の流水が異常に濁っ

ている 

渓流の上流部で土石流が発生したために、土砂が渓流に流入し、

その後、流下してきたときに認められる現象。 

がけ崩

れ 

直前 

湧水の停

止 

湧き水の急激な減少・枯渇

が認められる 

地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量の増加による侵食量の

増大のために認められる現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安定

化する。 

湧水の噴

き出し 

水の吹き出しが認められ

る 

地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量の増加による侵食量の

増大のために認められる現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安定

化する。 

亀裂の発

生 

斜面に亀裂ができる 斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増加等に伴い、斜面内部

の結合力が低下し、斜面の弱い部分に沿って異変（亀裂）が生じ

る現象。崩壊に至る可能性が高い。 

斜面のは

らみだし 

斜面にはらみがみられる 斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増加等に伴い、斜面内部

の結合力が低下し、斜面に変異が生じる現象。崩壊に至る可能性

が高い。 

小石がぼ

ろぼろ落

下 

小石が斜面からぼろぼろ

と落下する 

斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増加等に伴い、斜面内部

の結合力が低下し、斜面の表層部の比較的弱い箇所から転石が生

じる現象。崩壊に至る可能性が高い。 

地鳴り 斜面から異常な音、山鳴

り、地鳴りが聞こえる 

斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増加等に伴い、斜面全体

が岩塊として変異（移動）するとともに、異常な音が発生する現

象。崩壊に至る可能性が高い。 

１～２

時間前 

小石がぱ

らぱら落

下 

小石が斜面からぱらぱら

と落下する 

斜面内部の地下水位の上昇による圧力の増加等に伴い、斜面内部

の結合力が低下し、斜面の表層部の比較的弱い箇所から転石が生

じる現象。崩壊に至る可能性が高い。 
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新たな湧

水の発生 

新たな湧水がある 地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量の増加による侵食量の

増大のために認められる現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安定

化する。 

湧水の濁

り 

普段澄んでいる湧き水が

濁ってきた 

地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量の増加による侵食量の

増大のために認められる現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安定

化する。 

２～３

時間前 

湧水量の

増加 

湧き水の急激な増加が認

められる 

地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量の増加による侵食量の

増大のために認められる現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安定

化する。 

表面流の

発生 

表面に流水がある 内部に水を含むことが出来ないため表面流が発生する。 

地すべ

り 

直前 

地鳴り・山

鳴り 

地鳴り・山鳴 地すべりブロック（土塊）の急激な移動により、地鳴り・山鳴り

が発生する現象。 

家鳴り 地すべりブロック（土塊）の急激な移動により、地盤の変形や移

動ブロックの境界付近で変異が生じ、建物等の家鳴りが発生する

現象。 

地面の震

動 

地面の震動 地すべりブロック（土塊）に急激な移動により、地面の震動が発

生する現象。 

１～２

時間前 

池や沼の

水かさの

急変 

池や沼の水かさの急変 池や沼の水かさが急変する。 

亀裂・段差

の発生・拡

大 

亀裂や段差の発生・拡大 地すべりブロック（土塊）の移動により、その周辺部で亀裂や段

差が発生・拡大する現象。 

落石・小崩

壊の発生 

落石や小崩壊の発生 地すべり末端付近の斜面で、地すべりの急激な変動のため落石や

小崩壊が発生する現象。 

斜面のは

らみだし 

地表面の凹凸の発生 地すべりブロック（土塊）の移動により、その周辺部で凹凸が発

生する現象 

構造物の

はらみだ

し・クラッ

ク 

擁壁のクラックや押し出

し 

地すべりブロック（土塊）の移動により、その末端部で擁壁の押

し出しやクラックが発生する現象。 

舗装道路やトンネルのク

ラック 

地すべりブロック（土塊）の移動により、移動ブロックの境界付

近を通過している道路やトンネルにクラックが発生する現象。 

電線のゆるみや引っ張り 地すべりブロック（土塊）の移動により、移動ブロックと外部と

の間に変位が生じ、その地域に設置されている電柱間で電線のゆ

るみや引っ張りが認められる現象。 

建物等の変形 

（戸の締まりが悪くなる。

壁に隙間ができる） 

地すべりブロック（土塊）の移動により、地盤の変形や移動ブロ

ックの境界付近で変位が生じ、建物等の変形が発生する現象。 

橋等に異常を生じる 地すべりブロック（土塊）の移動により、移動ブロックの境界に

ある橋りょうに変異を生じる現象。 

根の切れ

る音 

根の切れる音 地すべりブロック（土塊）の急激な移動により、すべり面沿いや

ブロック境界付近の根が切断され、その音が聞こえる現象。 

樹木の傾

き 

樹木の傾き、木の枝先の擦

れ合う音（風のないとき） 

地すべりブロック（土塊）の急激な移動により、ブロック上の木々

が傾いたり、すり減ったりする現象。 

２～３

時間前 

井戸水の

濁り 

地下水の濁り、湧水の濁り

の発生 

地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量の増加による侵食量の

増大のために認められる現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安定

化する。 

湧水の枯

渇 

湧水の枯渇 地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量の増加による侵食量の

増大のために認められる現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安定

化する。 

湧水量の

増加 

新しい湧水の発生、増加 地盤内部に新たな水道の形成又は地下水量の増加による侵食量の

増大のために認められる現象。斜面内部の空洞が拡大し、不安定

化する。 
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