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安心して暮らすために土砂災害のことを知ろう
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　　　　　　　　　                          さい がい 

大分県ではこんな災害がありました
　　　　　　　　　                          さい がい 

大分県ではこんな災害がありました

　　　　　　　　　　     　 けっこうふ                                                               　　　　しゅうしん　　　　　　                                  　　　　        す   

　前日から雨は結構降っていたが、さほど気にもせず就寝してしまいました。午前３時過ぎでした。
ゆかうえしんすい                                                                            　　　　　　        　　あた        

床上浸水です。電気はつきませんでした。外を見ても辺りは暗くてよく分かりませんでした。
                 　         げ だん　  なかほど　　　　　　                                                                                                     　         　　　　　　　　　                   かしょ

　サッシの下段、中程まで水がきていました。戸も開けられず、外にも出られず、家族７人１箇所に
   　　　　　　　　　　　　　　　 　  あか                                                                                                                    てい ど

集まって、ろうそくの灯りで夜が明けるのを待ちました。ほんの２時間程度でしたが、とても長く感
　　　　　　                                    　　                                                おどろ      　こわ                       　　　　　　　　　　　　           

じました。外の様子がはっきり見えてきて、驚きと怖さをひしひしと感じました。皮のはげた流木が
まど　             すんぜん

窓ガラス寸前で止まっていました。
        　　　     さいがい    きょうくん　  ぜったい                                 わたし                い ぜん     　　　　　                  がわ

　今回の災害の教訓は｢絶対安心はない｣。私の家は以前、県道より下流側の川のそばにありました。
　                          か せん　 ぞうすい　　                                                                                                                                                  じゅうきょ　うつ　　     ぜっ

年に数回、河川の増水で庭に水が上がることがありました。昭和５７年、今の土地に住居を移し「絶
たい　                                 　く

対安心」と思って暮らしてきました。まさか家に木が流れて来るとは思ってもいませんでした。
　　                     　　     たいけん　 ときどき              　　                              つ

　今後、今回の体験を時々思い出し家族で気を付けたいと思っております。

さいがい     　たいけんだん

災害の体験談 九重町大字町田
甲斐武鬼さんの話

大分県で起こった土石流

  ひ  た   し     かみ つ   え まち  かみ  の   だ        お    か ばるかわ

日田市 上津江町 上野田（小川原川） 
　　　　　　 　　　　　　       ばい  う ぜんせんごう う　      　　　  さいがい

平成１７年７月 梅雨前線豪雨による災害

どせきりゅう

土石流
どせきりゅう

土石流

  く す ぐんここのえまち ゆ つぼ    だいにじぞうばるがわ

玖珠郡 九重町 湯坪（第二地蔵原川）
　  　　　　　　         　　ばいうぜんせんごうう　　　  　 さいがい

平成１７年７月 梅雨前線豪雨による災害

               　　　　　　　        　　　　 

土石流の直げきで人家が２戸こわれた
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地すべり対策施設

たい  さく  し   せつ

対策施設

　　　　　　　　  こう

のりわく工
　　　　              こう

アンカー工

 しゅうすいせいこう

 集水井工
よこ　　　　　　　　　　　こう

横ボーリング工

　　　    ど  こう

はい土工
　　　 　　            

すべり面に重さがかからないように、土のかたまり
　　　 　　            

を取りのぞいて、地面を軽くします。

  よこ                              こう                  すい                        こう

 横ボーリング工・はい水トンネル工・
しゅうすいせいこう　　          　　　　　　

 集水井工
　　　 　　あな 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　ちょくせつ

地下に穴(はい水ボーリング)をほり、直接水を流し
  　          　い ど (しゅうすいせい)　　　　　　  　　　  

たり、井戸(集水井)に集め、水路(はい水トンネル工)
 　　　　　  　　　　　　　　　　　　

などを使って流し出します。

　　　  　　 めん         

すべり面
　　　 　　　　　　ちそう　　かた　　ちそう

やわらかい地層と固い地層
　　　 　　　　

のさかい目で、これより上
　　 ちそう　　　

の地層がすべります。

すい ろ  こう

水路工
　　　 　　                                       

雨水などが地面にしみこ
　　　 　　            

まないようにします。

          　　　　   こう                  　　　　こう

のりわく工・アンカー工
　　　　　　　　

しゃ面が動かないようにコンクリー
　　　　　　　　　　　　

トのわく(のりわく工)でしゃ面をお
　　　　　　　　　てっきん

おったり、鉄筋(アンカー工)などを
　　　  　　さ　　　　　　　　　　こ てい

地面に差しこんで、固定します。 

   　　   こう         

くい工
　　　 　　            

くいをすべり面よりも深くま
　　  　　            

で打ちこんで、土のかたまり
　　 　　            

が動かないようにします。

山の中の水を流し出している

のりわく工
アンカー工

集水井工
横ボーリ

ング工

はい水トンネル工

２０

























大分県ホームページ

情 報 源 内　容手段・アドレス

大分県防災・消防ページ

大分県土砂災害情報
インターネット提供

システム

テレビ

http://www.pref.oita.jp/

http://www.pref.oita.jp/
life/1/3/9/

http://sabo.pref.oita.jp/
dosya/index.html

ニュース・天気予報
リモコンのⓓボタン

大分県の行っている活動等

大分県の災害対策等

土砂災害に関する情報

リアルタイムの
天気・警報・注意報等

県民安全・安心メール http://www.bousai-oita.jp/
防災情報等を携帯電話や
パソコンへ電子メールで

知らせる

大分県 砂防課 http://www.pref.oita.jp/
soshiki/17400/

大分県の行っている砂防
の仕事について

大分県
 安全・安心のページ

http://www.pref.oita.jp/
site/bosaianzen/

県民が安全・安心に暮らす
ための大分県からの情報提供

大分地方気象台 http://www.jma-net.go.jp/oita/ 大分県の天気・警報・注意報等

大分県
雨量・水位観測情報 http://river.pref.oita.jp/

大分県土木建築部で観測
している水位・雨量の情報

砂防広報センター http://www.sabopc.or.jp/
砂防についての知識や
情報、過去の土砂災害等

※各市町村でも情報提供されています
３２

災害時のための備え

情報収集の手段

非常持ち出し品
① 水・食糧・・・飲料水、カンパン・かんづめ
など
② 生活用品・・・懐中電灯・ラジオ・電池・ロ
ーソクなど・缶切り・タオル・ティッシュ・石
けん・毛布・寝ぶくろなど
③ 衣類・・・セーター・ジャンパー・下着・靴
下・軍手など
④貴重品・・・現金・通帳・印鑑・証書類など
⑤救急医薬品
⑥その他・・・防災ずきん・ヘルメット・厚手
のゴム手袋

※赤ちゃんがいる場合などにはミルク・お
むつなども用意しましょう



マイハザードマップをつくってみよう！

　　　　　　　　       　     　き   けん　　　　　　　　　　

家の近くの危険な場所を調べよう

　　　　　　　　       　　　       　　　　　　　　　　　　　    　　しょう ぼう  しょ     　 れん  らく  さき　　　　 　

近くの市役所・町村役場、消防署の連絡先を調べよう

　　　　　　     　　       　　ひ   なん　じょ　　　　　 　

家の近くの避難所を調べよう

　　　　　　　  ひ  なん じょ　　　　　みちじゅん　　　 　

家から避難所への道順をかきこもう

　　　　　　　　       　　　             　　　　　 　　　 き  けん　　     　　　　　　  ひ  なん じょ

家の近くの地図をかき、危険な場所、避難所をかきこもう

市 役 所

町村役場

消 防 署

　　　　　　　　じょうほう

調べた情報を地図にしよう

３３

名

前



豊後高田土木事務所

中津土木事務所

玖珠土木事務所

佐伯土木事務所

大分土木事務所

国東土木事務所

豊後大野土木事務所

宇佐土木事務所

日田土木事務所

竹田土木事務所

臼杵土木事務所

別府土木事務所

大分県砂防課

問い合わせ先 問い合わせ先
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九重町

竹田市

玖珠町
日田市

中津市 宇佐市

豊後高田市

姫島村

国東市

大分市

別府市

日出町

杵築市

由布市

佐伯市

豊後大野市

津久見市
臼杵市
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大分県庁
13

津久見市

かく　ど　ぼく　 じ  　む　  しょ　  と　　　　あ　　　　　　さき

各土木事務所問い合わせ先

 かく    し ちょうそん　　  たんとう　　

各市町村を担当する
  ど    ぼく   じ      む   しょ

土木事務所は絵のような
　　

色分けになります。
  み   じか   　　　　　　 き   けん

身近にある危険な場所が
  し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  さい

知りたいときや、近くで災
がい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と

害が起きたときなどに問
　　  あ

い合わせてみましょう。

 かく   ど    ぼく   じ      む   しょ

各土木事務所

発行    大分県土木建築部砂防課


