１ 災害の種類とそれぞれの避難行動

土砂災害は予測が難しい災害です。大雨等に関する情報に注意し、早めに避難しましょう。
１ 土砂災害の原因
土砂災害とは、斜面が崩れ落ちるなどの災害で、その最も大きな原因は雨です。
一般的な目安として、連続雨量で 100ｍｍ以上の雨になったら要注意です。
また、弱い雨でも長時間降り続くと、土砂災害の危険性が高まります。
２ 土砂災害警戒区域（イエローゾーン）
・土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）とは
土砂災害警戒区域は、土砂災害防止法に基づき、
「土砂災害が発生した場合に、生命又は
身体に危害が生じるおそれのある区域」として、福岡県が指定します。危険度に応じて、
「土
砂災害警戒区域（イエローゾーン）
」と「土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）」があり、
福岡県ホームページや本市校区版ハザードマップで確認することができます。
八幡西区には、令和２年７月時点で、土砂災害警戒区域（イエローゾーン）が 185 箇所、
土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）が 170 箇所存在し、その区域内にはそれぞれ約 2,520
戸、約 660 戸の家屋が建っています。

福岡県ホーム
ページ

３ 土砂災害の危険性を知るための情報（警戒レベル相当情報）
大雨等により土砂災害の危険性が高まったときに、気象庁から次のとおり発表されます。
大雨注意報

大雨警報（土砂災害）

土砂災害警戒情報

大雨特別警報（土砂災害）

※ 気象庁のホームページやテレビなどでご確認ください。 12 頁参照
さらに詳しく！ 大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッシュ情報）
土砂災害警戒情報を補足する情報です。
１ｋｍ四方の領域（メッシュ）ごとに、土砂災害発生の危険度を５
段階に判定した結果を５色で示しています。
うすい紫色及び濃い紫色のメッシュ内の土砂災害警戒区域等では、
生命や身体に危害を及ぼす土砂災害が発生してもおかしくない非常
に危険な状態となっています。16 頁参照
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４ 自らの命は自ら守るために（豪雨時や台風時の避難行動判定フロー）

※ハザードマップは浸水や土砂災害が発生するおそれの高い区域を
着色した地図です。しかし、ハザードマップは絶対ではなく、想定
を超える災害時など、着色されていないところでも災害が起こる可
能性がありますので、注意が必要です。

レッドゾーン・イエローゾーン

・崩れそうな崖の下 など
浸水の危険があっても、自宅等が下記の 3 点を満たす場
合は、自宅等に留まり安全確保をすることも可能です。
①洪水により家屋が倒壊又は崩落してしまうおそれの
高い区域の外側にある
想定される浸水の深さよりも高い場所にある
③浸水しても水がひくまで我慢できる、水・食糧などの
備えが十分にある

安全な場所なら、
そこで待機しましょう！
「難」を「避」ける。それが避難です！

官兵衛タン,八幡西

※土砂災害の危険があっても、十分堅牢なマンション
等の上層階に住んでいる場合は自宅に留まり安全
確保することも可能です。

警戒レベルの説明は、

※指定緊急避難場所とは、北九州市では「予定避難所」などを指します。

警戒レベル３・４の避難情報が土砂災害のおそれのある地域に出ますので、ご確認を！

頁をご覧ください。

１１

５ 逃げ遅れた場合は、命を守る行動を！
■高くて頑丈な建物に逃げ込む
■より高いところで、かつ斜面から離れた部屋で待機する
■避難所に限らず、近くの安全な場所に行く
命を守るポイント 予兆現象にも注意
小石が落ちる、地面にひび割れ、地鳴り、木の根のちぎ
れる音、ものの腐ったにおいがする など
６ 八幡西区において、土砂災害のおそれがある場合に開設する避難所
13 頁〜15 頁のとおりですのでご確認ください。
※開設する避難所は変更になる可能性があります。
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１ 災害の種類とそれぞれの避難行動

浸水する場所を事前に把握し、浸水する前に情報を有効に活用して、避難しましょう。
１ 河川氾濫（外水氾濫）とは
河川氾濫（外水氾濫）とは、河川から水が溢れて、家
屋や田畑が浸水することを言います。家屋でさえ破壊する

河川氾濫（外水氾濫）

ほどのエネルギーで一気に押し寄せてくるため、河川に近
い場所では注意が必要です。
※ 遠賀川、黒川、笹尾川、金山川については、国・県の
ホームページにおいて想定最大規模（概ね 1000 年以上
に一度の確率）の降雨により家屋倒壊や護岸浸食等をも
たらす氾濫の発生が想定される区域（浸水想定区域）が公
表されています。
※ 割子川、撥川、金手川、新々堀
川については、気象庁が洪水発生
の危険度を５段階に判定した結果
を色分けして表示しています。
（洪水警報の危険度分布）

洪水警報の危険度分布

浸水想定区域は、想定しうる最大規模の降雨（概ね 1000 年以上に一度の確率）や河川整
備の目標とする降雨（数十年から数百年に一度の確率）により、河川が氾濫した場合に浸水
が想定される区域です。洪水が発生した場合、経済上重大な損害がある河川（遠賀川、江川、
黒川、笹尾川、金剛川、金山川）において、公表されています。
この他の中小河川においても、大きな河川に比べると、短時間で雨水が河川に流れ込み、
急激に水位が上昇する傾向があるため注意が必要です。
２ 河川氾濫（外水氾濫）とは 〜 各地区の河川について
八幡西区には多数の河川が存在しており、地区ごとに注意すべき災害リスクが異なります。
各地区の河川の状況については、次のとおりです。
黒崎地区
撥川は、気象庁の「洪水警報の危険度分布」
（５頁の４）にお
いて、洪水警報等が発表されたときに、危険度が高まっている地
域を確認することができます。
折尾地区
遠賀川は、国土交通省が管理する河川で、水防法に基づき、洪水予報河川に指定されてお
り、国と気象庁が共同して予報を発表するとともに、国が浸水想定区域を公表しています。
その浸水想定区域は、次の２種類があります。
①想定最大規模降雨（12 時間総雨量 592ｍｍ）による浸水想定
②河川整備の目標とする計画規模降雨（２日間の総雨量 405ｍｍ）による浸水想定
①については、国土交通省ホームページ及び本市ハザードマップにおいて、
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②については、国土交通省ホームページで確認できます。

国土交通省
ホームページ

このほか、金山川、江川についても、河川が氾濫した場合の浸水想定区域が公表されてい
ます。
また、金手川、新々堀川については、気象庁の「洪水警報の危険度分布」
（５頁の４）に
おいて、洪水警報等が発表されたときに、危険度が高まっている地域を確認することができ
ます。

遠賀川洪水ハザードマップ
【浅川校区自治区会】

金山川洪水ハザード

遠賀川（江川含む）

マップ（則松）

洪水ハザードマップ

永犬丸・沖田地区
金山川は、福岡県が管理する河川であり、水防法に基づき、水位
周知河川に指定されており、避難判断の目安となる水位が周知され

金山川洪水ハザードマップ
【八枝・永犬丸・
永犬丸西・中尾・
塔野小学校区
周辺地域】

ているほか、福岡県が浸水想定区域を公表しています。その浸水想
定区域（洪水ハザードマップ）は、次の２種類があります。
①想定最大規模降雨（３時間の総雨量 365ｍｍ）による浸水
想定区域 （通称：Ｌ２想定 ※Ｌはレベルの略）
②河川整備の目標とする計画規模降雨（１日の総雨量 236ｍｍ）
による浸水想定区域 （通称：Ｌ１想定）
①については、福岡県ホームページ及び本市ハザード
マップにおいて、②については、福岡県ホームページ
で確認することができます。
上津役地区
金山川は、
「永犬丸・沖田地区」に記しているとお
り、福岡県が浸水想定区域を公表しています。
福岡県ホームページ及び本市ハザードマップで、確

福岡県
ホームページ

金山川洪水ハザードマップ
【八児・大原
小学校区
周辺地域】

認できます。
割子川は、気象庁の「洪水警報の危険度分布」
（５
頁の４）で、洪水警報等が発表されたときに、危険
度が高まっている地域を確認することができます。
八幡南地区
遠賀川は、
「折尾地区」に記しているとおり、国土交
通省が浸水想定区域を公表しています。
黒川は、遠賀川合流点から三条橋までの区間を、

遠賀川洪水ハザードマップ
【木屋瀬・木屋瀬
東・星ヶ丘自治
区会】

笹尾川は、遠賀川合流点から四郎丸橋までの区間を、
国土交通省が管理しており、その上流は福岡県が管
理しています。
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黒川、笹尾川の国管理区間においては、国が次の２種類の浸水想定区域を公表しています。
①想定最大規模降雨（12 時間の総雨量 592ｍｍ）による浸水想定
②河川整備の目標とする計画規模降雨（２日の総雨量 405ｍｍ）による浸水想定
①については、国土交通省ホームページ及び本市ハザードマップにおいて、
②については、国土交通省ホームページ（３頁の２）で確認できます。
また、笹尾川、金剛川については、福岡県が管理する区間について、北九州市が河川改修
を進めています。この区間については、本市が浸水想定を行い、平成 27 年６月発行「防災
ガイドブック」に浸水想定区域を掲載しています。
３ 内水氾濫とは 〜 アンダーパス、くぼ地、水路横の低地 など
内水氾濫による浸水は、くぼ地において雨水が排水できず

内水氾濫

に発生します。局所的な低地や急勾配な場所などでは流れが
速くなるおそれがあり、浸水深が浅くても危険な場合があり
ます。
特に都市化された地域は低地が多く、平成 25 年７月３日
の大雨の際は、黒崎駅前一帯が一時的に浸水しました。
また、北九州市では道路交通の安全性の確保、円滑化を目
的にアンダーパスを設置しており、八幡西区にも存在してい
ます。
（北九州市管理のアンダーパスは６箇所）
アンダーパスは、地形的に雨水が集中しやすい構造となって
おり、通常の降雨時には集まった雨水をポンプ設備などで外部に
排出しています。
しかし、近年増加傾向にある狭い範囲で短時間に大量の雨を

冠水状況事例「アンダーパス」

もたらす「ゲリラ豪雨」などに見舞われると、周囲から大量の雨
水の流入もあり、
ポンプ設備などの排水施設では処理できなくな
ります。
そこで、北九州市では冠水事故を防止するため、アンダーパス
には、
「冠水警報装置」
、
「注意喚起看板」
、
「水深標示」、
「路面標
示」及び「地点名称板」を設置しています。

「注意喚起看板」の設置状況

４ 洪水の危険性を知るための情報（警戒レベル相当情報）
大雨により洪水や浸水災害のおそれがある場合、気象庁から次のとおり発表されます。
大雨注意報・洪水注意報

大雨警報（浸水害）・洪水警報

大雨特別警報（浸水害）

※ 気象庁のホームページやテレビなどでご確認ください。 12 頁参照
さらに詳しく！ 洪水警報の危険度分布・大雨警報（浸水害）の危険度分布
気象庁から市町村単位の警戒レベル
相当情報（洪水警報など）が出された
ら、お住まいの地域の状況が詳細にわ
かる情報（危険度分布）を確認してく
ださい。
うすい紫色及び濃い紫色は危険度が
高いことを示しています。16 頁参照
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５ 自らの命は自ら守るために（豪雨時や台風時の避難行動判定フロー）

※ハザードマップは浸水や土砂災害が発生するおそれの高い区域を
着色した地図です。しかし、ハザードマップは絶対ではなく、想定
を超える災害時など、着色されていないところでも災害が起こる可
能性がありますので、注意が必要です。

洪水浸水想定区域

・過去家の中に水が入ってきた など
浸水の危険があっても、自宅等が下記の 3 点を満たす場
合は、自宅等に留まり安全確保をすることも可能です。
①洪水により家屋が倒壊又は崩落してしまうおそれの
高い区域の外側にある
想定される浸水の深さよりも高い場所にある
③浸水しても水がひくまで我慢できる、水・食糧などの
備えが十分にある

安全な場所なら、
そこで待機しましょう！
「難」を「避」ける。それが避難です！

官兵衛タン,八幡西

※土砂災害の危険があっても、十分堅牢なマンション
等の上層階に住んでいる場合は自宅に留まり安全
確保することも可能です。

警戒レベルの説明は、

４ 逃げ遅れた場合は、命を守る行動を！

※指定緊急避難場所とは、北九州市では「予定避難所」などを指します。

警戒レベル３・４の避難情報が氾濫のおそれのある河川の周辺地域に出ますので、ご確認を！

頁をご覧ください。

１１

６ 逃げ遅れた場合は、命を守る行動を！
■高い建物や高い場所に逃げる
■自宅の高いところで待機する
■避難所に限らず、近くの安全な場所に行く
命を守るポイント 普段では気付かない危険
・道路上のマンホールが外れている
・浅く見えるけど、水の流れが速く流される
・地下に水が流れ込む など
７ 八幡西区において、洪水（外水氾濫）のおそれがある場合に開設する避難所
※開設する避難所は変更になる可能性があります。
13 頁〜15 頁のとおりですのでご確認ください。
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１ 災害の種類とそれぞれの避難行動

台風は様々な災害を引き起こします。風が強くなる前に、適切な避難行動をとりましょう。
１ 台風とは
台風とは、
熱帯の海上で発生した低気圧
（熱帯低気圧）
のうち、
最大風速が 17.2ｍ/ｓ以上となったものを「台風」と呼びます。
令和２年台風第 10 号の際には、９月５日時点の気象庁の発表
では、特別警報級（伊勢湾台風級（中心気圧 930ｈｐａ以下又は
最大風速 50ｍ/ｓ以上）の台風など）の勢力を維持したまま九州
に上陸するおそれがあるとされていたため、北九州市は高潮、土
砂災害、河川氾濫等を警戒し、緊急的な措置として、多くの避難

令和元年台風第 19 号画像 気象庁ＨＰより

所を一斉開設しました。
（八幡西区は合計 48 施設を避難所として開設）
２ 台風による被害
（１）雨
令和元年台風第 19 号（令和元年東日本台風）では、関東の１都 12 県 309 市区町村に
大雨特別警報が発表され、国及び県管理河川において 140 箇所が決壊する等、同時多発
的かつ広範囲に甚大な被害が発生しました。
（２）暴風
風が強くなると、避難
が困難になるとともに、
家屋等に被害が生じま
す。

（３）高潮
高潮とは、台風など強い低気圧が来襲すると、波が高くなると同時に次の理由により、
海面の水位が上昇する現象で、広範囲での浸水のおそれが生じます。
①気圧による海面上昇（吸い上げ）
台風接近により気圧が 950ｈｐａに
なると、海面は約 50ｃｍ上昇します。
気圧が１ｈｐａ低下 → 約１ｃｍ海面上昇
②風で押し寄せる波（吹き寄せ）
強い風で海水が海岸に吹き寄せられて、
海面が上昇します。
③満潮時間との重なり
夏から秋にかけては、潮位が最も高い時期
なので、満潮時間にも注意が必要です。
平成 27 年５月に一部改正された「水防法」に基づき、福岡県は高潮浸水想定区域を公
表しました。八幡西区でも２つの想定の台風（930ｈｐａ、900ｈｐａ）接近時の高潮浸
水想定区域が示されました。
（高潮ハザードマップ参照）
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３ 自らの命は自ら守るために（豪雨時や台風時の避難行動判定フロー）

※ハザードマップは浸水や土砂災害が発生するおそれの高い区域を
着色した地図です。しかし、ハザードマップは絶対ではなく、想定
を超える災害時など、着色されていないところでも災害が起こる可
能性がありますので、注意が必要です。

家がある場所に色が塗られていますか？

・レッドゾーン・イエローゾーン
・家が老朽化して壊れそう など

・洪水浸水想定区域
・高潮浸水想定区域
はい

安全な場所なら、
そこで待機しましょう！
「難」を「避」ける。それが避難です！

官兵衛タン,八幡西

浸水の危険があっても、自宅等が下記の 3 点を満たす場
合は、自宅等に留まり安全確保をすることも可能です。
①洪水により家屋が倒壊又は崩落してしまうおそれの
高い区域の外側にある
想定される浸水の深さよりも高い場所にある
③浸水しても水がひくまで我慢できる、水・食糧などの
備えが十分にある
※土砂災害の危険があっても、十分堅牢なマンション
等の上層階に住んでいる場合は自宅に留まり安全
確保することも可能です。
※自宅の窓ガラスから離れた
場所で待機しましょう。

警戒レベルの説明は、

※指定緊急避難場所とは、北九州市では「予定避難所」などを指します。

警戒レベル３・４の避難情報がそれぞれ被害のおそれのある地域に、
又はすべての災害のおそれのある地域に出ますので、ご確認を！

頁をご覧ください。

１１

４ 逃げ遅れた場合は、命を守る行動を！
■高い建物や高い場所に逃げる
■自宅の高いところで待機する
■避難所に限らず、近くの安全な場所に行く
命を守るポイント 台風接近時の注意点
台風接近時には、強風により、屋外に出て
避難することが危険なことがあります。
５ 八幡西区において、土砂・洪水・高潮災害のおそれがある場合に開設する避難所
※開設する避難所は変更になる可能性があります。
13 頁〜15 頁のとおりですのでご確認ください。
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１ 災害の種類とそれぞれの避難行動

地震による被害を減らすためは、各家庭における事前の対策が重要です。
１ 活断層による地震
平成 24 年の福岡県の調査によると、市内を通る活断層によ
る地震が起こった場合、市内で最大震度６弱（一部６強）の揺
れが想定されており、地震による市内の死傷者は最大で、4,000
人以上にのぼると予測されています。
今後 30 年以内の発生確率は極めて低いとされていますが、大
地震はどこでも起こりうると考えて備えてください。

２ プレート境界で起こる地震
日本周辺では、海のプレートが沈み込むときに陸のプレ
ートを地下へ引きずり込んでいきます。陸のプレートが引
きずりに耐えられなくなり、跳ね上げられるように起こる
のが、プレート境界の地震です。
プレート境界の地震として、南海トラフで巨大地震の発
生が懸念されており、国の検討会（南海トラフの巨大地震
モデル検討会（内閣府設置）
）によると、市内では最大で震
度５弱〜５強の地震が想定されています。
南海トラフでの地震発生確率：３０年以内に、７０％〜８０％
地震調査研究推進本部事務局 HP より

３ 津波
津波とは、海底で発生する地震に伴う海底地盤の隆起・沈降などにより、この周辺の海水
が上下に変動することによって、引き起こされるものです。
福岡県は、津波防災地域づくり法に基づいて公表した最大クラスの津波による浸水想定を
基に、平成 29 年２月に津波ハザードマップを作成しました。八幡西区では、洞海湾西側の
一部地域に津波が到達するとされています。
（津波ハザードマップ参照）
４ 自らの命は自ら守るために（事前の備え）
大地震が発生したときには「家具は必ず倒れるも
の」と考えて、転倒防止対策を講じておく必要があ
ります。
■ 家具が転倒しないよう、家具は壁に固定しまし
ょう。寝室や子ども部屋には、できるだけ家具を
置かないようにしましょう。
■ 置く場合も、なるべく背の低い家具にするとと
もに、倒れた時に出入り口をふさいだりしないよ
う、家具の向きや配置を工夫しましょう。
■ 手の届くところに、懐中電灯やスリッパ、ホイ
ッスルを備えておきましょう。
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出典：首相官邸ホームページ

５ 自らの命は自ら守るために（地震が発生したら）
■ 緊急地震速報を聞いた時や突然大きな揺れに襲わ
れたときは、まずは自分の身を安全に守れるように
心がけましょう。
■ 戸を開けて、出入り口の確保をしましょう。
■ 棚や棚に乗せてあるもの、テレビなどが落ちてき
たりするので、テーブルの下などに避難し、揺れが
収まるのを待ちましょう。
■ 慌てて戸外に飛び出さないようにしましょう。

出典：総務省消防庁ホームページ

６ 大地震などの際の避難所の開設
大地震など、突発的に発生する災害の場合、区役所からの連絡が遅れることが考えられま
す。その場合、施設管理者等（避難所の鍵を持っている人）は可能な限り、区役所からの連
絡を待たずに施設の解錠を行い、区役所へ報告してください。
区役所から派遣される職員の到着が遅れる場合、施設管理者や避難者を含む地域住民等は、
協力して避難所施設の安全確認をできる範囲で行ってください。一見して危険と判断できる
場合は、近隣の避難所へ移動するとともに、区役所へ連絡してください。
（北九州市 大規
模災害時の避難所運営マニュアルより引用）
避難所として開設しなかったことが被害を未然に防ぐことにつながった事例

７ 八幡西区において、地震があった場合に開設する避難所
八幡西区の予定避難所で、地震に適応する施設の中から、避難者数や施設の安全確認状
況を踏まえ、状況に応じて開設します。
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