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Abstract 

In recent years, due to the influence of global warming, disasters are intensifying, and maintenance of hardware 

and software are being promoted. However, at the time of the disaster, there were a lot of human damages 

caused by the evacuation delay. The cause is that the hazard map provided by the administrative organization 

does not reflect the characteristics of the target area sufficiently, and the specific evacuation behavior (refuge, 

evacuation route) may not be imaged. To solve such problems, by using the method of DIG (Disaster 

Imagination Game), disaster mitigation maps were made by collaboration between students and Hiro Regional 

Associations. And three dimensional maps to improve the image of the impact of disasters were tried. 
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§1 はじめに 

 

近年，地球温暖化の影響によって災害が激甚化の傾向に

あり，防災施設の構築によるハードの整備や気象情報の精

度向上，伝達手法の改善，各種災害に対するハザードマップ

提供などソフトの整備が進められている。しかし，残念なが

ら発災時において避難遅れによる人的被害が多く発生して

いる。その原因として，気象情報，土砂災害情報や河川水位

情報が広域的かつ代表的であることや，提供されているハ

ザードマップが当該地域のつくりや地形特性が十分反映さ

れていない等の問題がある（Fig.1）。さらには，代表河川の

はん濫（外水はん濫）を基本とした監視体制に対して監視対

象となっていない中小河川のはん濫や内水はん濫が発生し

た場合，警報の発令がローカルな状況を反映しきれていな

いことによる警報の遅れが生じやすい。一方，警報の受信者

側においても警報や報道に対して差し迫った危険に対する

正常性バイアスの作用が避難遅れの原因になっている。 

このような課題に対し，呉高専5Cクラス防災工学ⅠA・Ⅱ

の授業において呉市広地区における自治会と連携してDIG

（Disaster Imagination Game, 災害図上訓練）の手法を用いて

平成29年度に広長浜自治会，平成30年度には広大広自治会

および広徳丸自治会とともに防災マップの作成を行った。 

 

 
Fig.1 Disaster measures and evacuation delay problem 
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本来はこの活動は将来予想される災害に対する事前の備え

の取り組みであるが，平成30年度の活動では7月に西日本豪

雨災害（以下，今回の災害と略す）の被災後となり，実際の

被災状況を踏まえた防災マップの作成となった。また，長浜

自治会では平成29年度の取り組みが実際の避難行動に反映

された。本報告は，学生と地域自治会との防災マップ作成の

取り組みを示し，地域防災活動に関する課題を示す。 
 

 

§2 DIGの手法 

 
Fig.2は取り組んだDIGのフローである。すなわち，①第1

ステップとして最近の災害や当該地域の過去の災害を振り

返り，地域の災害観を認識する。②第2ステップで地域の地

図上に地域のつくり（河川・道路・地域施設など）や特徴を

書き込む。さらに，地域のハザードマップと対比しながら発

災時の課題を整理することによって地域の強みや弱みを整

理する。③第3ステップとして防災視点で地域のまち歩きを

行い，日常とは異なる災害発生時を想定しながら写真撮影

や留意事項を記録する。これらをふまえて④第4ステップと

して地図上に貼付し，防災マップを作成する。また，発災時

の避難行動に関する課題について意見交換する。 

さらには，災害発生を想定した実動訓練を繰り返すこと

によって地域の防災活動の方法や組織のあり方などを見直

して地域の備えとする。 
 

 

Fig.2 Flowchart of DIG (Revised reference 1）) 
 
 

§3 事例1：呉市広長浜地区の防災マップ作成2) 

 

3.1 地区の特性と過去の土砂災害 

広長浜地区は4自治会からなる。山地に囲まれ良港を有す

ることから古くから海運や物流で栄え，また，偉人が多く輩

出し，連帯意識が強い地域でもある。2015年時点において当

地区は719世帯，人口1364人である。呉市全体の高齢化率は 

Fig.3 Distribution of past landslides in Hiro-Nagahama district 

 

33.6%であるが，当地区はそれより高い状況である。 

当地区の山間部は花崗岩地帯であり，表層は風化しまさ土

となっている。Fig.3は，明治以降の豪雨災害の発生箇所と生

き埋めによる死者数を示したものであり，明治36年には11

人，昭和20年枕崎崎台風では16人，昭和42年には9人が亡く

なっている。当地区を囲む斜面の多くが崩壊の履歴がある

ことが分かる。特に，昭和20年の枕崎台風では，呉市のみで

死者が1154人にものぼる激甚の災害となった。この災害の

原因として，戦時中の空襲や松根油の採取により山地部の

荒廃，気象情報予報体制の損壊も原因とされた3)。災害後各

所に砂防ダムや治山ダムが築造されている（☆in Fig.3）。 

 

3.2 DIGの取り組みと確認された課題 

 Photo 1, Photo 2は室内および防災まち歩きの取り組み状

況であり，確認された課題は次の通りであった。 

【土砂災害】地域を囲む山地は土砂災害の警戒区域（特別含

む）が設定されており，地域傾斜地のほとんどが影響範囲内

となっている。通路（避難路）は狭隘でしかも勾配が20°程

度と急であり，小河川（水路）と通路が並行している場所で

は豪雨時に通路が河川水や土石流の流下によって使えなく

なる。また，通路には手摺が設置されている場所があるが，

設置されていない場所は避難時に危険を伴う。また，堆砂量

が増えている砂防ダムがあり，適切な時期に維持管理を行

うことが望まれる。 

 

 

Photo 1 Workshop of Disaster Imagination Game (DIG) 
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Photo 2 Disaster town walk to confirm dangerous spots  

 

【地震災害】当地区は昭和56年以前の旧耐震基準の家屋が

多く，また空き家も多くなっている。大規模地震による家屋

の全壊率が5～20%と予想され，避難路を塞ぐ可能性がある

ため事前に避難経路を確認しておく必要がある。避難所に

指定されている二つの寺は古い建物のため倒壊の恐れがあ

るとして地震時に対しては避難所に指定されていない。 

【津波・高潮災害】平地部はほとんどが浸水対象となる。 

地域内の各所に地盤高の表示があるが，予想される津波高

あるいは高潮がその場所でどの程度の浸水深になるかが住

民に伝わらない。また，浸水深が数10cmと浅い場合であっ

ても流れが強いため足をすくわれ押し流される危険性があ

る。また，津波は長時間何波も押し寄せることから満潮時と 

 

 

Fig.4 Handmade disaster mitigation map by Hiro-Nagahama 

Table 1 Type of shelters suitable for disasters in Hiro-Nagahama 

 

 

重なる可能性があることに十分留意が必要である。 

【避難所・避難路】Table 1に示すように5箇所に設置されて

いるが災害の種類により避難所が異なることを周知する必

要がある。また，狭隘で勾配が大きい通路を豪雨時に高齢者

が避難する場合は危険を伴うとともに，地域内の各所にお

いて避難所までの避難路の特性が異なるため，個別に避難

方法（避難の時期と経路）を検討する必要がある。 

以上の検討を踏まえ，連合自治会の代表がFig.4に示す防

災マップを手作りし，各避難所等に配布・掲示をし，地域の

防災意識を高めるために役立てることが出来ている。 
 

 

§4 事例2：呉市広大広地区の防災マップ作成4)
 

 

4.1 地区の特性と過去の土砂災害 

呉市広大広地区は黒瀬川下流域右岸側に位置し，後背山

地の大きく二つの谷部と黒瀬川後背地となる平地に集落が

形成されている。調査範囲はFig.5の破線で囲む範囲である．

大広地区では，昭和20年9月の枕崎台風では地山の崩壊はな

かったが，上水道の隧道掘削ズリが流失し土石流となって8

名の死者となった。また，昭和42年7月の豪雨災害では死者

は出なかったものの大広川下流の越流・浸水被害が生じ，谷

部の道路が川となって土砂が流下した。 

今回の災害では，谷部の土砂災害は限定的であったが平

地部では浸水被害が生じたことによって避難遅れを生じた。 
 

 

Fig.5 Landslide hazard map and survey area in Hiro-O-hiro 

 

4.2 DIGの取り組みと確認された課題 

広大広地区を平地部および谷部（東側・西側）の3班に分
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かれて防災・減災の視点で確認することとしたが，今回は特

に7月豪雨後の被災状況を再確認した。Photo 3は平地部およ

び谷部の被災状況である。また，Fig.6は平地部で作成した防

災マップの事例である。DIGの取り組みによって確認された

主な課題は以下のとおりである。 

【谷部】①谷の上流に設置された砂防ダムはほとんどが満

砂状態となっている。なお，上流の河川内に土石が流入して

いたが下流までは到達しなかった。②砂防ダムにより今回

は土石を塞き止める機能は発揮されたが，今後は土石を掘

削撤去が必要である。また，山中でのアクセスの検討が必要

である。③大広川は上流が広く，下流の集落では狭く流下能

力に支障を及ぼす可能性がある。④降雨水は大広川を流下

しきれず道路を流下し，また宅地内を流下し床下浸水を生

じた。 

【平地部】①大広川は直接黒瀬川に排出されるが，道路側溝

等から溢れた水はそのまま平地部に流下する。また，地域の

東側から西側に向かう水路に合流し，ポンプアップによっ 

 

 

 

Photo 3 Disaster town walk to confirm flood and landslide sites 
 

 

Fig.6 Handmade disaster mitigation map in flats of Hiro-O-hiro 

て黒瀬川に排水される。②この水路は大広川と2段の暗渠構

造となっており，流水断面が狭隘となっている。③このよう

な条件のもとで，流入水が排出能力を上回りポンプの水没

停止を生じ，内水氾濫となった。④過去から内水氾濫の経験

があり，多くは宅地地盤の嵩上げをしているが，嵩上げがで

きていない宅地，寺，道路部は約40cm~80cmの浸水深が確認

されている。⑤内水氾濫場所では水路と道路の境が不明と

なっている場所があり避難時は危険である。 

 

4.3 アンケート調査による避難時の課題 

地域の53名からアンケート結果を得た。以下に主な結果

を示す。①ハザードマップの存在を知っている81%。内容を

少し把握している・把握していないが68%。②床上・床下浸

水の被害9件17%。③避難した人4人7.5%。うち3名（西側谷

部）は避難勧告前・避難勧告後の早めの避難で安心であった。

21名は避難が遅く危険を感じた。④避難しなかった理由は，

数十年避難を必要とする被害を受けなかった40%，避難路が

水没し危険を感じたため17%，警報が聞こえなかった4%，避

難指示の意味が分からなかった4%であった。⑤避難路が冠

水し，水路との境が不明，山地からの避難時に平地が冠水し

ていた。⑥避難勧告が19時と暗くなった時間であり雨中の

避難に危険を感じた。⑦自宅にいる方が安全と判断した。⑧

避難所も冠水しているので避難できない。 

以上のように，避難勧告の時点ではすでに内水氾濫を生

じている状況であり，避難遅れの問題，避難路・避難場所の

浸水を考慮し，より早めの避難の重要性が確認された。 
 

 

§5 事例3：呉市広徳丸地区の防災マップ作成5)
 

 

5.1 地区の特性と過去の土砂災害 

呉市広徳丸地区は黒瀬川下流域左岸側に位置し，後背山

地には二つの谷部，また，黒瀬川後背地となる平地に集落が

形成されている。土砂災害警戒区域がFig.7のように設定さ

れている。また，浸水ハザードマップ6)はFig.8のとおり100年

および1000年確率として示されている。調査範囲はFig.8の

破線で囲む範囲である。避難所は同図に示すように浸水影 

 

 

Fig.7 Landslide hazard map and survey area in Hiro-Tokumaru 
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Fig.8 Assumed flood map around Hiro-Tokumaru district 

 

 

Fig.9 Handmade disaster mitigation map in flats of Hiro-

Tokumaru 

 

響範囲内に位置している。この地区は昭和40年代から徳丸

新開の水田が徐々に宅地化され現在に至っている。 

当該地区の過去の災害は次の通りである。①昭和20年9月

枕崎台風における土砂災害によりFig.9に示す北側谷部で死

亡1名。戦時の松根油採取による山地の荒廃が原因とされる。

その後2基の治山ダムを設置。②昭和50年頃南側谷部の徳丸

川から豪雨により流失した流木がコンクリート橋で閉塞し

下流の家々が被災した。その後2基の砂防ダムを設置。③平

成11年6月29日の豪雨で黒瀬川堤防改修工事仮締切の決壊

による徳丸・町田の浸水被害（徳丸自治会館床上浸水）。④

平成21年7月22日の豪雨で山崩れ発生．徳丸自治会館床下浸

水40cm。このように当地区では豪雨時に浸水被害が繰り返

されている。 

なお，平成30年7月豪雨災害では，谷部の土砂災害は生じ

なかったが，平地部では浸水被害が生じ避難遅れを生じた。 

  
Photo 4 Flood and survey of July heavy rain disaster by students 

 

5.2 DIGの取り組みと確認された課題 

Fig.9はまち歩きによって作成した防災マップのうち平地

部を示したものである。DIGの取り組みにより確認された主

な課題を以下に示す。 

【谷部】谷の上流に設置された砂防ダムは災害前の調査で

は堤頂より約1m下までの土砂がたまっていたが，7月豪雨後

はほぼ満砂状態となっていた。 

【平地部】徳丸地区内には中央部に流れる徳丸川と小断面

の川が複数ある。2つの谷から流下する降雨水および地区内

の小断面の河川からの流下水が合流する箇所で溢水を生じ

た。また，国道側溝からの溢水が地区内の河川に流入も重な

り地域内の床上・床下浸水の被害となった（Photo 4）。浸水

深は地域内で40～100㎝であった。 

【黒瀬川】黒瀬川のピーク水位は7月6日23時にTP4.02m，ま

た7月7日8時にTP4.42mであり（Fig.10），堤頂天端近くまで

達し危うく越流を生じる危険な状態であった（Photo 5）。 

 

 

Photo 5 Water level during flood and normal of Kurose River 
 

 

Fig.10 Flood water level data at Machida spot of Kurose River 

 

5.3 アンケート調査による避難時の課題 

地域20名からアンケート結果を得た。回答数は少なかっ

たものの以下に主な結果を示す。①ハザードマップを知っ
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ている75%(15人 )。少し把握している・把握していない

80%(16人)。②避難した人4人。うち3名は早めの避難で安心

であった。1人は腰まで冠水で前に進むのが困難だった。道

路寸断により避難先から3日戻れなかった。③避難しなかっ

た理由は，数十年避難を必要とする被害を受けなかった

20%(4人)，避難路が水没し危険を感じたため15%(3人)，警報

が聞こえなかった5%(1人)，避難指示の意味が分からなかっ

た4%であった。 

そのほか，家の周りが冠水して逃げるほうが危ない，避難

所が開かれているか分からなかった。19年間に4回浸水被害

があり対策が必要などの意見があった。 

 以上のように，19時10分の避難勧告のタイミングにはす

でに内水はん濫を生じていたことが伺われる。前掲Fig.8に

示す浸水想定は黒瀬川からのはん濫を想定するものである

が，実際には同レベルの内水はん濫が発生しているという

矛盾があり，避難遅れとならないより早い避難方法を地域

で整備することが必要と考えられる。 
 

 

§6 事例4：呉市広長浜の災害とDIGの反映7) 

 

地域の防災意識の発揚を目的として，学生と自治会との

協働によって防災マップ作りについて上述した。この取り

組みは今後想定される激甚災害への備えを目的としたもの

であるが，広長浜自治会連合会では平成30年6月17日に地区

の広南小学校で開催した防災講演会・防災ワークショップ

の19日後の7月6日～7日に豪雨災害に見舞われた。ここでは，

DIGによる当初の想定と実際の災害との差異，並びに発災時

の避難対応を整理し今後の避難行動におけるタイムライン

作成のための課題についてまとめる。 

 

6.1 地域の防災・減災活動について 

 平成29年の防災マップ作り2)をふまえ，広長浜自治会連合

会は地域の防災意識の向上を図るために呉市総務部危機管

理課・呉高専の支援によって防災講演会・防災ワークショッ

プが広南小学校体育館で開催した。町民の約8％の120名の

参加を得た（Photo 6）。 

防災ワークショップでは4つの自治会に分かれてDIGのワ

ークショップを行い，参加者においては災害に対する危機

意識を高めることができた。 

 

 
Photo 6 DIG workshop at Hiro-Minami elementary school 

6.2 豪雨災害の状況と自治会活動 

 上述したワークショップの19日後に今回の災害が発生し

た。長浜地区ではFig.11に示す8地区10か所で土砂災害（土石

流・がけ崩れ）が発生した。Photo 7はFig,11中の番号1と2の

位置での土砂災害の状況であり，これが原因となって県道

279号が通行止めとなり，長浜地域が陸の孤島となった。 

 Photo8はFig.11中の番号3の長浜地区西側沼田町内地区内

の黄盤山（西山）崩壊土石流が地区内の小河川（沼田川）を

閉塞しながら住宅地を襲った状況である。流出土砂量は2t

トラック300台であり，床下浸水12戸，車5台の埋没の被害を

生じた。早期復旧に向けた各自治会の被害調査は，人的被害

0件（レスキュー隊救出2件2名），家屋全壊2戸,床下浸水12

戸，のり面崩壊10か所，河川はん濫2か所であった。自治会

連合会から呉市土木維持課に緊急対策を依頼し，発災3日後

から復旧工事が順次進められた。 

 陸の孤島となったことから緊急物資搬入や交通手段は船

によるのみとなった。また，給水対応については，当該地 
 

 

Fig 11 Past and current landslide places in Hiro-Nagahama 
 

 

Photo 7 Retaining wall collapse (Fig.11, No.1) and slope failure 

(Fig.11, No.2) made the Hiro-Nagahama an island on land 
 

 

Photo 8 Debris flow hit the houses of Numata area in Hiro- 

Nagahama (Fig.11, No3) 



 

学生と広地区自治会との連携による防災マップ作成            7 

 

 

 

 

Photo 9 Securing ships of goods and traffic and water supply 

 

域では高齢者が多いこともあり，各家庭から事前に預かっ

た容器に給水車到着時に自治会主導で給水し，夏場での行

列を防ぐスムーズな共助活動が行われた（Photo 9）。これら

は自治会役員・民生委員・女性会・ボランティアの延べ約600

人の協力が得られての効果的な対応であった。 

 

6.3 減災へのタイムラインの整理 

Table 2は7月5日から7月8日の警報発令状況，災害発生状

況および地域自治会役員・民生委員らによる避難誘導並び

に避難者数を示したものである。 

土砂災害は7月7日から8日に発生し，特に長浜峠における

のり面崩壊で完全に陸の孤島化となった。その後の対応と 
 

Table 2 Evacuation guidance timeline at warning and disaster 

 

して，長浜独自で無料タクシー船を1台チャーターし，高齢

者・通院・通学において自治会保有資金から捻出し，災害弱

者を優先する対応を3週間後の臨時バス運行開始まで行わ

れた。 

この期間の自治会連合会の取り組みとしては，①決定事

項の文書化と各自治会長や関係機関への連絡とともに地域

住民への周知，②救援物資の搬入・配布計画と実施，③自治

会役員・学校先生方等による給水活動，④スピーカーによる

災害発生状況・給水時間・バス運行・復旧工事の進捗状況な

ど60回以上の町内放送を行っている。音声が反響して聞こ

え難いという意見もあったが非常時の情報共有に努め効果

を発揮できたといえる。 
  

 

§7 3D防災マップの試作 

 

地域住民の避難行動を促すうえで，ハザードマップによ

って被害の影響をよりリアルに表示する方法について検討

した。すなわち，行政から提供されている二次元（2D）のハ

ザードマップでは被害の影響を把握しにくいことから三次

元（3D）化してよりリアルにする方法を試行した。Fig.12は

広長浜地区の3D防災マップの例であり，デジタルデータ8）

による土砂災害警戒区域図が谷地形とマッチしており，ま

た，津波浸水域（最高津波水位3.6m）も重ね合わせたもので

ある。よりリアル感があり，しかも地域住民の所在場所とハ

ザードとの位置関係が分かりやすくなっている。 

 

 

 

Fig.12 Comparison of 2D hazard map (landslide) and 3D  

hazard map (landslide and tsunami flood) 
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 Fig.13は広大広地区および広徳丸地区の土砂災害警戒区

域の3D表示の事例である。また，Fig.14は広長浜地区の3D地

形図において標高を段彩図で示したものである。4mの津波

高（最高津波水位3.6m）によって平地部のほとんどが浸水す

ることが分る。 

  

 

 

Fig.13 3D debris flow hazard map (upper: Hiro-O-hiro, lower: 

Hiro-Tokumaru)  

 

Fig.14 Tsunami flood area assumed by 3D elevation stage color 

map in Hiro-Nagahama 
 
 

§8 まとめ 

  

近年，地球温暖化の影響も受けて災害の激甚化が大きな

社会問題となっている。これまで経験したことのないレベ

ルの災害に対し，地域住民においてはソフト的対応の理解

と行動によって避難遅れによる人的被害を最小化すること

が必要とされている。防災・減災に関するハード・ソフトの

行政側における対策に対して，住民自らの目線で備えをし

ていくことの重要性が叫ばれているものの，現実には多く

の避難遅れによる人的な被害が発生している。 

そのための支援対策として，DIGによる防災マップ作りや

3D化への取り組みについて呉市広長浜地区，広大広地区お

よび広徳丸地区の自治会と学生が連携して取り組んだ事例

を紹介した。特に，平成30年度の現地調査では西日本豪雨災

害後の調査となり，具体の災害を防災マップに反映するこ

とによって避難行動に関するより具体の情報をまとめるこ

とができた。さらに，長浜地区においては地域におけるDIG

ワークショップの19日後に今回の災害となり，想定外の土

砂災害による孤立もあったが自治会としての避難誘導や避

難所運営において備えが活かされたと聞いている。地域連

携による防災・減災活動における教育機関としての社会貢

献として今後も要請に応える所存である。 
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