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近年の主な地震によるため池被害

地震名 発生年月日
地震規模 ため池

（ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ） 被害数

十勝沖地震 1968/5/16 7 8 202十勝沖地震 1968/5/16 7.8 202 

宮城県沖地震 1978/6/12 7.4 83 
日本海中部地震 1983/5/26 7.7 238 
北海道南西沖地震 1993/7/12 7 8 18 東北地方太平洋沖地震

三陸はるか地震

十勝沖地震
北海道南西沖地震

日本海中部地震

北海道南西沖地震 1993/7/12 7.8 18 

三陸はるか地震 1994/12/28 7.5 7 
兵庫県南部地震 1995/1/17 7.2 1,222 
東北地方太平洋沖地震 2011/3/11 9 0 1 951

宮城県沖地震

兵庫県南部地震

東北地方太平洋沖地震 2011/3/11 9.0 1,951 

【兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）】

農水省資料より抜粋

【兵庫県南部地震（阪神 淡路大震災）】

・比較的規模の小さな約1,222ヶ所のため池で被害が発生

【 本海中部地震】【日本海中部地震】

・238ヶ所で被害が発生し，うち10か所のため池で決壊

【東北地方太平洋沖地震】

・1951ヶ所で被害が発生し，うち３か所のため池で決壊を確認
福島 藤 壊 者 方福島県藤沼湖堰堤の決壊：死者行方不明8名



香川県は日本一のため池密度
 香川県には 4619のため池があるが（密度 7 8箇所/ ） 香川県には１4619のため池があるが（密度：7.8箇所/ｋｍ²）
 ため池の堤体の耐震性：震度5弱（5万m3以上）
⇒ 南海トラフ最大クラスは 広範囲で震度6弱 ６強⇒ 南海トラフ最大クラスは 広範囲で震度6弱~６強
⇒ 耐震性の低いため池が南海トラフ地震で決壊する懸念
 香川県ではH23 25年 堤高10m以上 貯水量10万m3以上の 香川県ではH23-25年，堤高10m以上，貯水量10万m3以上の

ため池の洪水ハザードマップが作成・公表された
⇒ マップ活用方法は地域に委ねられている⇒ マップ活用方法は地域に委ねられている

南海トラフ最大クラス震度分布（香川県，2103）



高松市ため池ハザードマップ

国分寺北部国分寺北部
地区

三谷地区

高松市防災マップより



研究概要 口頭発表

１）小学生主体

口頭発表

１）小学生主体
｢子供版ため池決壊避難安全マップ｣

（三谷地区の三谷三郎池を対象）

２）地域住民主体民
｢地域版ため池決壊避難計画｣

（国分寺北部地区の大池 新池 宮池（国分寺北部地区の大池・新池・宮池
を対象）を対象）

ポスター発表ポスタ 発表



調査対象
香川県高松市最大のため池がある三谷地域を対象

（アジア航測）

三渓小学校

（Google map ）

三渓小学校

図３：高松市ため池ハザードマップ図２：航空写真

三郎池： 堤高 14.2m 堤頂長 392.0m 貯水量 1,760,000t



小学校主体の取り組み 研究目的

地震時ため池氾濫防災マップ
↓ 三渓小学校

地震時ため池氾濫防災マップ
標高マップ（地盤高）
高松市ため池ハザードマップ高松市ため池ハザ ドマップ
高松市都市計画図（1/2500）

住民や生徒が避難経路・手段を検討できるコミュニティレベル
プ 成の防災マップを作成する

地震時ため池氾濫防災マップを用いて、三渓小学校の地震時ため池氾濫防災 ッ を用 て、 渓小学校の
児童を対象に防災授業に活用する．

防災マップ作成前と授業後に防災意識に関してアンケート調査

⇒防災マップ作成の効果を評価



標高図を用いた防災教育の検証事前準備

研究フロー

標高図を用いた防災教育の検証

授業参観日

アンケ ト(2014/10 26)

事前準備

資料収集

アンケート(2014/10.26)
下見(2014/6.17)

ワークショップ・現地調査

防災マップの作成・修正（2014/11.1～）

防災マップの完成品の配布

ワ クショップ 現地調査

ワークショップ(2014/6.25)

三渓小学校在校生（2015/3.31）
現地調査(2014/6.25)

防災マップ作成後の検証

防災教育の授業(2015/11 10)試作防災マップの検討 防災教育の授業(2015/11.10)試作防災マップの検討

赤色立体地 作成

・標高図(5mメッシュDEM) アンケート(2015/11.10～)

アンケート集計と結果の考察

・赤色立体地図の作成

・マップに表記する調査内容の選定



三谷地区：災害特性に応じた防災マップ作りについて

三渓小学校
三渓小学校

国土地理院5mメッシュDEMより作成（アジア航測）

標高マップ赤色立体地図



避難用に適した浸水深の凡例に簡略化

三渓小学校 三渓小学校

ため池ハザードマップ氾濫浸水地域図と凡例
(出典：H26高松市防災マップ)

ため池ハザードマップの凡例を簡略化



地震時ため池氾濫防災マップ

三谷地区：標高マップ高松市ため池ハザードマップ
の凡例を簡略化した図 国土地理院5mメッシュDEM作成

ため池ハザードマップ氾濫浸水地域(一部改変)
＋

高台へ避難する為の地盤の高低差が
読み取れる標高図読み取れる標高図



標高マップを活用した授業の実施【２０１４年１０月】

年生を対象に地盤の高低差を読み取れる標授業の目的 ５年生を対象に地盤の高低差を読み取れる標
高マップの用途を教えた上で，自分たちの住んで
いる地域の持つ災害特性（地形）を理解する

授業の目的

授業の流れ

いる地域の持つ災害特性（地形）を理解する。

授業の流れ

標高マップの使い方(地盤高の見方)

登下校中に地震が起きたら？何が起こる？

ため池の決壊etc

どのように行動をすべきか？

ため池の決壊etc.

5年生を対象にした標高マップを活用した授業(２０１４年10月)

どのように行動をすべきか？

高い所へ避難する(高台)



防災マップを活用した授業の実施【２０１５年１１月】

授業の目的

①災害時に具体的に自分たちが、どのように行

（５年生に実施）

②自分たちの住んでいる地域の持つ災害的特色

動をしなければいけないのか理解する

を理解する。
③登下校中の災害について、家族と何について

の話し合いが必要なのか理解するの話し合いが必要なのか理解する。

班ごとに避難すべき箇所を話し合い班ごとに避難すべき箇所を話し合い

ハザードマップの浸水深と児童の予測箇所を重ね合わせる避難すべき箇所を予測した理由を発表



４ ６年生を対象に「地震後の行動」をアンケ ト調査

アンケート調査による児童の防災意識調査

４‐６年生を対象に「地震後の行動」をアンケート調査
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いるところへ行く

その他

76%23%32%

Ｎ＝２５（４年生⇒５年生） Ｎ＝２１（５年生⇒６年生）

作成前と授業後のアンケート調査結果 作成前と配布後のアンケート調査結果

授業なし 防災マップ授業あり 標高マップ授業あり 防災マップ授業なし



地形およびハザードマップ学習の効果

地形やハザ ドマップの授業を受けた場合 受けな• 地形やハザードマップの授業を受けた場合，受けな
い場合に比べて「家の人と約束しているところに行
く」の割合が高くなる ⇒ 教育の効果く」の割合が高くなる ⇒ 教育の効果

• 地形の授業を一年前に受けた生徒は，一年後授業
を受けなくても「家の人と約束しているところに行く」を受けなくても 家の人と約束して ると ろに行く」
と回答 ⇒ 効果の継続

• 標高マップの情報は、地域の地形への関心を促し、
ハザ ドマップの理解を深めるハザードマップの理解を深める


