
風水害への備えについて

神戸地方気象台
防災管理官 小林和樹

令和3年（2021年）10月27日
兵庫県災害医療センター
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今日の話の内容

～ 風水害への備えについて ～

気象庁のマスコットキャラクター「はれるん」

１ 最近の気象災害について
２ 防災気象情報の種類・発表タイミング
３ 情報の入手方法、自治体と気象台の連携
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職場と自己紹介



最近の気象災害について
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近年各地で発生している風水害を紹介します。



①平成28年8月
台風第10号による大雨

（高知県）

⑤令和元年台風第19号

福岡県朝倉市 赤谷川の洪水害

④平成30年台風第21号

愛媛県宇和島市
の土砂災害

近年、毎年日本のどこ
かで甚大な被害が発
生しています。

②平成29年7月九州北部豪雨

③平成30年7月豪雨

⑥令和2年7月豪雨
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近年発生した主な風水害 平成28年（2016）～令和3年 （2021）

西宮市甲子園浜海浜公園付近
（気象台による調査）

長野県長野市 千曲川の氾濫

出典：水害レポート2020（国土交通省）熊本県人吉市 球磨川の氾濫

出典：水害レポート2020（国土交通省）

広島県広島市 土砂災害

出典：水害レポート2018（国土交通省）
岩手県岩泉町 小本川の洪水害

⑦令和3年7月の大雨

静岡県熱海市 土砂災害出典：国土交通省HP



アメダス総降水量の分布図_熊本県（7月3日～4日） 気象レーダーによる雨雲の動き 7月3日23時～4日10時

球磨川（熊本県八代市）上空写真
出典：国土地理院より 5

令和2年7月3日21時 令和2年7月4日3時

令和2年7月豪雨 ～線状降水帯による大雨～

水俣、牛深等では平年の月降水量を超える
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令和元年台風第19号による大雨について

期間降水量と平年値（10月の降水量）との
比較図（10月10日0時～10月13日24時）

令和元年10月10日から13日にかけての
台風第19号の衛星画像

・被災者向けのアンケートで、「被害を受けると考えていなかった」の回答８割超え。
・ハザードマップは、「確認していない」、「参考にしていない」の回答が７割。

台風第19号は、大型で強い勢力のまま
伊豆半島に上陸。



日降水量200mm以上の年間日数
（1976～2020年）

全国の大雨・短時間強雨の年間発生頻度は、長期的に増加している。

最近10年間（2011～2020年）の平均年間日数（約
272日）は、統計期間の最初の10年間（1976～1985
年）の平均年間日数（約160日）と比べて約1.7倍に増加
しています。

出典：気象庁ホームページより

1時間降水量50mm以上の年間発生回数
（1976～2020年）

最近10年間（2011～2020年）の平均年間発生回数
（約334回）は、統計期間の最初の10年間（1976～
1985 年）の平均年間発生回数（約226回）と比べて約
1.5倍に増加しています。

近年の雨の降り方
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棒グラフ（緑）は各年の年間日数を示す（全国のアメダスによる観測値を1,300地点あたりに換算した値）。太線（青）は5年移動平均値、
直線（赤）は長期変化傾向（この期間の平均的な変化傾向）を示す。



土石流
山腹、川底の石や土砂が長雨や集
中豪雨などによって一気に下流へと
押し流される。
上流での大雨により下流域が土石
流に襲われる場合もある。

崖崩れ
地中にしみ込んだ水分が土の抵抗
力を弱め、急激に斜面が崩れ落ち
る

内水氾濫
河川の水位の上昇や流域内の多
量の降雨などにより、河川外にお
ける住宅地などの排水が困難とな
り浸水する。

外水氾濫
内水氾濫の対語として、河川の
氾濫を「外水氾濫」ともいう。
上流の大雨による川の増水や氾
濫にも注意を払う必要がある。

洪水害浸水害土砂災害

大雨による気象災害について
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動画へ
実際に発生した土石流の映
像を見ていただきます。
降った雨と一緒に、土砂や
大きな岩が一気に流れ下っ
てきます。

●アンダーパスが浸水する。

実際に兵庫県内で撮影された
河川の急な増水の映像を見て
いただきます。
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危険個所の具体例について

2h以内(ただし50mを
超える場合は50m)

急
傾
斜
地
の
高
さ
h

【土砂災害】 【浸水害】 【洪水害】

動画へ

●崖崩れ



土砂災害ハザードマップ 洪水害ハザードマップ

出典：兵庫県ホームページより

中・小河川の場合、ハザードマップの対象となっていないこともあり、その場合、川と同じ高さ又は低い場所に
住居等があると、大雨で浸水する可能性がありますので、早めの避難が必要となります。

http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/

県や市が発行している「ハザードマップ」から危険箇所の存在を知ることが重要です。
例えば、災害の発生現場に急行されるような時は、その場所や周囲が危険な場所であるのか
どうかを確認する際の参考として下さい。
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ハザードマップで危険箇所を知る



地上天気図
平成30年9月4日12時

暴風による災害について

大阪府田尻町の電柱倒壊

風速が20m/sを越えると、
何かにつかまっていないと
立っていられない。
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神戸空港の最大風速
34.6m/s 南南西 11



①気圧低下による吸い上げ ②風による吹き寄せ

高潮は、台風や発達した低気圧の接近に伴い、
①気圧低下による吸い上げ効果と②風による吹き寄せ効果によって発生。
高潮に満潮時刻や高波が加わると、海水が防波堤を一気に越えるなど、浸水の危険性が高まる。

①
②

神戸大学深江キャンパスでの高潮の様子
（写真：神戸大学提供 「深江丸」より撮影）

高潮・高波による災害

平成30年９月４日の台風第21号による高潮、高波の影響で、
神戸市や芦屋市、西宮市などの沿岸地域で大きな災害が発生
しました。

気圧1hPaの低下で
海面1cm上昇
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（平成30年9月4日台風第21号）
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防災気象情報の種類・発表タイミング



竜巻注意情報
竜巻など激しい突風の発生する
危険な気象状況の場合に発表。
兵庫県竜巻注意情報 第１号
令和２年５月１９日１１時１７分 気象庁発表

兵庫県北部は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況
になっています。

空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が
近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安
全確保に努めてください。
落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。

この情報は、１９日１２時３０分まで有効です。

台風に関する情報
台風の中心位置や強度の実況および予測に
関する情報を発表。

特別警報
大雨、暴風、暴風雪、大雪、
高潮、波浪

警報
大雨、暴風、暴風雪、大雪、
高潮、洪水、波浪

注意報
大雨、強風、風雪、大雪、
高潮、洪水、波浪、
濃霧、雷、乾燥、なだれ、
着雪、霜、低温、着氷、融雪

府県・地方気象情報
警報等を予告、補足する事項または
少雨・低温など注意を喚起すべき
事項を気象情報として発表。

記録的短時間大雨情報
大雨警報発表中に、数年に一度程度の
短時間の大雨が観測された場合は、
記録的短時間大雨情報として発表。
※兵庫県の発表基準：北部 100ミリ

南部 110ミリ

５日先までの進路及び強さの予報を発表

指定河川洪水予報
河川管理者（国土交通省、都道府県）
と共同し、河川を指定して発表。

土砂災害警戒情報
土砂災害の危険度が非常に高まったときに、
対象となる市町を特定して兵庫県と神戸
地方気象台が共同して発表。

兵庫県内の洪水予報指定河川
国交省と神戸地方気象台の共同発表：

加古川、揖保川、円山川、出石川
兵庫県と神戸地方気象台の共同発表：

市川、武庫川、千種川

早期注意情報（警報級の可能性）
雨、雪、風、波について、警報級の現象が
5日先までに予想されているときには、その
可能性を［高］、［中］の2段階の確
度を付して発表。

暴風警戒域

予報円

風速15m/s以上
の強風域

風速25m/s以上
の暴風域

台風予報図
表示例

台風第○号
14日０９時現在
大型 強い
北緯… 東経…
最大風速
毎秒○メートル
最大瞬間風速
毎秒○メートル

SANPLE

気象庁（気象台）が発表する防災気象情報
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段階的に発表する防災気象情報

特
別
警
報
の
発
表
を
待
つ
こ
と
な
く
、

警
戒
レ
ベ
ル
４
で
避
難
し
て
下
さ
い
。

キキクル
（危険度分布）



令和3年台風第14号について

9月17日（金）09時 9月18日（土）09時 9月19日（日）09時

気象台の対応経過
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台風最接近

９月15日 海面水温

台風第14
号は東シナ
海で再発達
しました。

9/16(木)9/15(水) 9/17(金) 9/18(土)

明け方
台風最接近

15:43
大雨
注意報

10:02
高潮
注意報

04:10
強風・
波浪
注意報

防災メール 台風説明会
オンライン
解説 防災メール

11:00
18日
大雨[中]

11:00
17-18日
大雨・暴風
波浪[中]

13:01
府県気
象情報
1号



雨雲の動き

土砂キキクル

令和3年7月3日の土砂災害の事例について

地上天気図 7月3日9時
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被災地

出典：国土交通省砂防部

土砂災害が
発生するほ
ぼ1日前に
は、土砂災
害警戒情
報を発表し、
警戒を呼び
かけました。

出典：国土交通省砂防部



台風情報について
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5日先までの台風の進路予報を、ホーム
ページで確認することができます。早めの
対策を考える時に、活用して下さい。

トップページの「大雨・台風」をクリックすれば表示できます。



長雨によって大雨警報（土砂災害）や洪
水警報の解除が遅くなることがあります。
土砂災害の場合、それまでに降った大量の
雨により地盤が緩み、今後、少しの雨でも崩
れやすくなっているためです。
洪水害の場合、川の上流域で降った雨が
山から川へ到達する時間、更に川の上流域
から下流域に流れ下るのに時間がかかるため
です。
このような場合は、強い雨雲が抜けたあとも、

しばらく警報を継続することがありますので、ど
うかご理解いただくよう、よろしくお願いします。

TVやラジオでは、「阪神」、「播磨南東部」な
どと市町をまとめた地域名で放送されることもあ
ります。そのような場合は、気象台のホームペー
ジなどで、どの市町に発表されているのか確認
願います。

天気予報や警報等の発表区分

19令和2年11月現在



出典：内閣府ホームページより

警戒レベルとは、災害発生の危険度と、
とるべき避難行動を、直感的に理解し
ていただくための情報です。
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避難に関する警戒レベルの導入

〇警戒レベル3で、
危険な場所から、高齢者等は避難！

〇警戒レベル4で、
危険な場所から、全員避難！

平時から、危険な場所は、
ハザードパップで確認願い
ます。

令和元年（2019年）の出水期から運用開始
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情報の入手方法、自治体と気象台の連携



防災気象情報の入手方法について

表示の見やすさ、操作しやすさを重視
スマートフォン表示にも対応
トップページの分かりやすい場所から
ワンクリックで、地域の防災情報ペー
ジに遷移

令和3年（2021年）2月24日からリニューアル
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防災情報のページ

PCの表示

警報・注意報、キキクル、天気予報、
アメダス、雨雲の動き、地震情報など
が確認できます。

スマートフォンの表示



防災気象情報の入手方法について

初めに、確
認したい県
と市町を設
定していた
だきます。

PCの表示

23気象庁 Japan Meteorological Agency (jma.go.jp)



防災気象情報の入手方法について
スマートフォンの表示

まずは、発表中の防災
情報を確認して下さい。
発表中であれば、詳細
を確認するために、それ
を選択して下さい。
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※はじめてログインした時は、県と市町の設定が必要です。



「キキクル（危険度分布）」とは、大雨による災害発生の危険度の高まりを地図上で確認できる情報です。

キキクル（危険度分布）の活用について
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キキクル（危険度分布）の活用について

現在は、土砂キキクルを表示
していますが、ボタンにより表示
を切替えることが可能です。

土砂キキクル
浸水キキクル
ハザードマップ
（土砂災害、洪水害）ああか

■政府インターネットテレビ 「キキクル」
豪雨災害から命を守るために～覚えて下さい！「キキクル」｜
政府インターネットテレビ (gov-online.go.jp) 26

危険な場所にいる時に、
うす紫（非常に危険）の
表示が出た場合は、避難
を開始して下さい。



「危険度分布」の通知サービスについて

サービスを提供している事
業者は、右図のとおりです。
詳細は、ホームページを参
照下さい。

通知サービスの概要

ユーザーが登録した地域の危険度が上昇したとき等に、メールやスマホアプリでプッ
シュで通知するサービスです。

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/ame_push.html 27
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担当チームが窓口となり、地域密着型で

“ワンストップ”での支援を実施

●地域防災力アップ
－ 気象解説
－ 防災対応マニュアル等への助言
－ 実践的な研修・訓練“気象防災ワークショップ”

平時には

防災気象情報を的確に「理解・活用」した防災対応へ
緊急時には

※JETT（気象庁防災対応支援チーム）

令和２年度に兵庫県内の地域毎に「担当チーム」を設置し、平時から
「顔の見える関係」を構築することで、地域防災力の向上に直結する取組を推進しています。

「担当チーム」

●ホットライン

●JETT派遣
災害時には

●気象台からのコメント
●防災メール

●現象後の振り返り
現象後には

気象台担当チームが地域に密着した防災支援

28



平時及び緊急時における取り組み
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担当チームによる市町訪問 気象防災ワークショップ

兵庫県の会議で気象解説 自治体との振り返り



市原市役所内のJETT拠点（千葉）

丸森町役場にて引継ぎの様子（宮城） 台風第10号 県庁にJETT派遣（鳥取）

広域支援 本宮市災害対策本部会議（福島）

平時及び緊急時における取り組み
■各地におけるJETT派遣の取り組み

今年7月の熱海
の事例では、自
治体にJETTを派
遣するとともに、被
災地に臨時で雨
量計を設置する
など、地域支援に
取り組みました。
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＜気象台長による首長訪問、トップホットライン＞
気象台では、地域における気象防災に一層貢献するため、気象台長による取組（いわゆるトップセールス）を推進しています。

特に、首長訪問は、重要業務の一つとして位置づけて取り組んでいます。
首長を訪問した際には、重大な災害の発生するおそれが切迫している時に、気象台長から首長に直接電話で解説する「トップ
ホットライン」について説明することとしています。

神戸地方気象台長市町首長

気象台の危機感を
直接電話

トップホットライン

住民の安全確保
につなげる

災害発生
の切迫

〇〇地区に
避難勧告発令！

首長訪問

神戸地方気象台ホームページ https://www.data.jma.go.jp/kobe-c/

トップホットライン

首長との懇談のあとにツーショット写真を撮ります。
この記録は、ホームページに掲載しています。
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地域における気象防災に一層貢献するための取り組み



ま と め

【参考にしていただきたい情報】
〇兵庫県
http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/
〇神戸地方気象台
https://www.data.jma.go.jp/kobe-c/index.html

神戸地方気象台
防災管理官 小林和樹

【問い合せ先】

電話 078-222-8907

１ 近年の雨の降り方から、甚大な災害がどこで発生してもおかしくない状況です。
被災地で活動される際には、事前にハザードマップ等で周辺の危険箇所を確認
してから出動願います。

２ 悪天を予想した場合、気象台では段階的に防災情報を発表しますので、医療
体制の確認等に活用願います。特に、現場ではキキクル等をご利用下さい。

３ 今日の説明を参考に、救急医療におけるタイムラインの作成に、つなげていただ
けたら光栄です。

32



「はれるん」
気象庁マスコットキャラクター

転勤の範囲は、近畿・中国・四国地方が基本です。
気象台の職員は、国家公務員です。

最初の勤務地は、
島根県の松江地
方気象台です。

勤務地：神戸地方気象台
役職 ：防災管理官
氏名 ：小林和樹
業務 ：防災管理官室の事務総括

防災に関する部外調整
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自己紹介

だいたい2~3年で
異動を繰り返して
います。



■気象の監視

■気象状況の予測

■地震の解析と津波の予測と監視 ■海洋の監視 この他、航空機・船舶
の安全確保、国際協
力などを行っています。

気象庁の紹介
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所在地： 神戸市中央区脇浜海岸通1-4-3（HAT神戸）

1896（M29）. 12  .1
神戸測候所気象観測業務開始

1920（T9）. 8  .25
海洋気象台創設

1999（H11）. 9  .1
現在地に移転

2013（H25）. 10  .1
神戸地方気象台に組織変更

現業室（天気予報や注意報警報などを作成する部屋） 露場（気温や雨量等を計測する
センサー類を設置）

職員数： 28人（台長、次長、管理官3人、予報官5人、専門職9人、係長級及び一般職員9人）
35

神戸地方気象台の紹介



土石流発生の映像

出典：国土交通省ホームページより

1999年6月27日 長野県 木曽川滑川（中流）
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土砂災害で命が奪われる危険性がある場所

【土石流】
土石流の発生のおそれのある渓流において、

扇頂部から下流で勾配が２度以上の区域。

土石流は、一気に大量の
土砂が押し寄せてきますの
で、立ち退き避難が基本で
す。
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撮影：鳥羽弘章 氏

■川の水位が増えていく様子（令和2年8月 兵庫県宍粟市）
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危険箇所の具体例について（洪水害）

急な強い雨が降ると、このようなことが起こります。



1分
経過

1分
経過

洪水害で命が奪われる危険性がある場所

急激な河川の増水
矢印が増水の先頭箇所 矢印が増水の先頭箇所

自分の頭の上は晴れていても、川の上流
部で強い雨が降れば、急に水位が上が
るので注意が必要です。

撮影：鳥羽弘章 氏
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警報・注意報の発表状況（図表形式）と早期注意情報（5日先までの警報級の可能性）を市町毎に確認できます。
これらの情報から、危険度の高まりが予測される時間帯や警報級の可能性がある日付を知ることができます。

【危険度を色分けした時系列】
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危険度を色分けした時系列と早期注意情報

【早期注意情報】

注１）警報・注意報は、着色されている時間帯より前に
発表します。

注２）着色されている時間帯には、既に現象は発生して
いると見込まれます。

注３）早期注意情報で「中」以上が予報された場合、心
構えを一段高くして下さい。



（余談）平成30年台風第21号の被害
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平成30年台風第21号の
暴風で飛ばされてきたごみ箱
によりサッシが割れました。

南に面したベランダ
関西国際空港の浸水状況（出典：水害レポート2018）

関西空港では、最大風速46.5メートル（南南西）、
最大瞬間風速58.1メートル（南南西）の風を観測
しました。



スーパーコンピュータ

（余談）天気予報ができるまで
■様々な気象の観測

予報官

気象状況の監視
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実際の天気と、スーパーコンピュー
タで計算された将来の予想図を比
較・検討して、気象台の予報官が
天気予報を発表します。
天気予報は1日に3回、5時と11
時と17時に発表します。

数時間先の予想天気図

数値予報
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実際の降水

局地モデルLFMによる予測
水平格子間隔2km

メソモデルMSMによる予測
水平格子間隔5km

（余談）天気予報ができるまで
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