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ゆうがたLIVE ワンダー  防災SP 関⻄を襲う⼤⽔害〜気象予報⼠・⽚平敦の「そ

の時、命を守るに…

   

放送⽇ 2016年1⽉11⽇(⽉) 15:50〜17:00

放送局 関⻄テレビ

番組概要

オープニング （その他）

毎年のように発⽣する気象災害…去年は⻤怒川の⼤洪⽔が発⽣したが、⼤洪⽔の脅威は関⻄にも
迫っている。今回は防災SPとして、気象災害から命を守るために何をすべきなのか、気象予報⼠・
⽚平敦が答える。

キーワード  ⻤怒川

オープニング （その他）

藤本景⼦は、関⻄テレビでは毎年1⽉に防災の特別番組を放送しているが、今年は⻤怒川の⼤⽔害
を踏まえて「気象災害」から命を守る⽅法を特集すると紹介した。⽚平敦は、お天気の災害は何⽇
も前から予測できることが多く、この番組を命を守るきっかけにしてほしいと話した。⽚平さんへ
の質問もメール・FAX・ツイッターで募集。

キーワード  ツイッター

ワンダー防災SP 関⻄を襲う“⼤⽔害” 気象予報⼠・⽚平敦の「その時、命を守るには」
（バラエティ/情報）

最初のテーマは「⼤洪⽔の脅威」。⽚平敦は、⻤怒川ではものすごい量の⽔が押し寄せたが、全国
どこでも起こりうること、⼤阪でも5mの浸⽔が想定されていると話した。

去年9⽉に⻤怒川が決壊した常総市を新実彰平がリポート。いたるところでがれき撤去や家の修復
⼯事が続いていた。当時は堤防の決壊で⽔が凄まじい勢いで流れだし、男性2⼈が死亡、逃げ遅れ
た約4000⼈が救助された。現在の様⼦を取材すると、当時分からなかった深い溝や、新たに整備
された堤防があった。決壊した場所の近くに住んでいた70歳男性は、当時堤防の上にいたため為す
術なく1km先まで流されたほか、⾃宅も家族が救出された直後に流された。

決壊した場所の近くに住んでいた70歳男性を取材。当時は堤防の上にいたためなすすべなく1km先
まで流されたほか、⾃宅も家族が救出された直後に流された。⻤怒川では堤防から⽔があふれだす
「越⽔」がおき、その直後に堤防が決壊した。
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⻤怒川では堤防から⽔があふれだす「越⽔」がおき、その直後に堤防が決壊した。東京理科⼤学で
の再現実験でも、越⽔で堤防の斜⾯がみるみる削られ、越⽔から30分で堤防が決壊した。堤防の表
⾯をコンクリートで固めた場合も、よくみるとコンクリートの下の⼟が削られいき、1時間ほどで
コンクリートの板が崩れ、やがて堤防全体も決壊した。⼆瓶教授は、越⽔はどの堤防でも⾮常に危
険だと指摘した。

堤防決壊の脅威 私たちの街にも…

キーワード  ⻤怒川  常総市（茨城）  東京理科⼤学  ⼆瓶泰雄教授  越⽔

ワンダー防災SP 関⻄を襲う“⼤⽔害” 気象予報⼠・⽚平敦の「その時、命を守るには」
（バラエティ/情報）

関⻄最⼤の流域⾯積をもつ淀川には⽴派な⾼い堤防があるが、関⻄⼤学の⽯垣教授は、「200年に
1回の⾬（1⽇261ミリ）」に対しては安全になっているが、それを上回る⾬なら堤防からあふれる
ことは起こりうると指摘した。実際、⻤怒川流域には平均410ミリの⾬が降っている。さらに⼤阪
市北区にもあるような橋の近くで越⽔しやすいと指摘した。国の被害想定をもとにしたシミュレー
ションでは、淀川の堤防が決壊すると最短30分で⽔が梅⽥に到達、地下鉄などに流れ込み、JR⼤阪
駅前で最⼤5m浸⽔が予想され、最⼤想定では⻄成区や東⼤阪市まで浸⽔する。

⼤和川の場合は「半⽇で146ミリの⾬」に耐えるよう堤防が整備されているが、それを超えた場合
は最⼤想定で柏原市役所から⼤阪城、JR難波駅なども浸⽔すると想定されている。⽯垣教授は、⾃
分の住んでいるところにどういう⽔害リスク・危険性があるかを知ることでかなり災害は軽減でき
ると話した。

スタジオトーク。実家が淀川近くにあるくわばたりえは、⽗親に浸⽔について聞くと「2キロ離れ
ているから⼤丈夫」と話していたがVTRでは全然アウトだったと話した。⽚平敦は、⻤怒川の災害
では強い⾬雲がかかり続けたが、このときの「線状降⽔帯」は⾮常に危険、⼤阪平野でも地形など
もあり「線状降⽔帯」は起こりやすい、気象情報を頻繁に確認して注意してほしいと解説した。

続いては「スーパー台⾵」の脅威について。⽚平敦が取材に向かったのは、⼤阪市港区に住む⾚野
久雄さん。昭和36年に近畿地⽅で上陸した第2室⼾台⾵で、⽔防団に⼊っていた⾚野さんは逃げ遅
れた⼩学⽣をぎりぎりのところで助けだしたという。この台⾵では202⼈死亡・⾏⽅不明、⼤阪市
の3分の1が浸⽔した。

2013年、フィリピンを襲った台⾵「ハイエン」は「スーパー台⾵」と呼ばれた。これほどの⼤き
さの台⾵が⽇本に上陸したことはないが、名古屋⼤学の坪⽊教授は、スーパー台⾵の強度を維持し
た状態で⽇本に接近・上陸する可能性が今世紀中にはある、地球温暖化によって海⾯⽔温が上昇す
ることが予想されていると指摘した。

スーパー台⾵の平均⾵速は約60m/s。京都⼤学防災研究所（宇治市）で検証実験を⾏うと、植⽊鉢
が窓ガラスを貫通した。⻄村研究員は、⾶散物で壊れた家が新たな⾶散物となり被害の連鎖が⽣じ
る可能性を指摘した。

スタジオトーク。⽚平敦は、地球温暖化で海⾯⽔温が上昇しフィリピンのような強暴な台⾵が弱ま
らないまま接近する、いつ来てもおかしくない時期にきていると解説した。

スタジオトーク。テレビでよく伝えられる台⾵進路図だが、輪っかが⼤きくなっても強くなってい
るわけではない、皆さんは暴⾵警戒域に⾃分の地域が⼊っているかどうかを気にしてほしいと解説
した。

いざというときに分からなくなりそうな、災害に使われる⾔葉を⽚平敦が解説。「避難指⽰」と
「避難勧告」で危険度が⾼いのはどちらか、街頭で聞くと意⾒が別れた。また「⼟砂災害警戒情
報」と「⼤⾬特別警報」と「⼤⾬警報」で危険度の⾼い順に並べてもらっても様々な意⾒が出た。
⽚平は、「勧告」は勧めるという意味で「指⽰」のほうが危険度が⾼い、「避難指⽰」が出された
時点で安全の確保が完了しているべきと解説した。また「⼤⾬警報」も「⼤⾬特別警報」も⼟砂災
害への警戒が含まれている、「⼤⾬警報」はよく出るが過去に災害が起きたレベルであることには
留意してほしいと話した。

去年⻤怒川の堤防が決壊した常総市上三坂地区だが、決壊前に避難した⼈はほとんどいなかった。
当時市の災害対策本部にいた中村博美市議は、決壊3時間前に住⺠から緊急事態の連絡があり、本
部の職員に避難指⽰を出すことを訴えたというが、なぜか上三坂地区だけ指⽰が抜け落ちていた。
なぜ避難指⽰が出されなかったのか、今も検証が続いている。

去年⻤怒川の堤防が決壊した常総市では、事前にハザードマップが作られており、実際の浸⽔範囲
はほぼ想定通りだった。しかし常総市では全住⺠にハザードマップが配られていたはずだったが、
住⺠に聞くと多くが知らないものだった。また常総市役所もハザードマップで浸⽔想定されていた
ものの、おととしこの場所に新庁舎が建てられ、“想定通り”浸⽔し災害対応に⽀障をきたした。

⻤怒川の教訓を⽣かすために…淀川決壊のリスクと向き合い始めた住⺠たち…本当に役に⽴つハ
ザードマップを

キーワード  関⻄⼤学  淀川  北区（⼤阪）  ⻤怒川  越⽔  梅⽥（⼤阪）  ⻄成区（⼤阪）

東⼤阪市（⼤阪）  ⼤阪駅  柏原市役所  ⼤阪城  JR難波駅  ⼤和川  線状降⽔帯  スーパー台⾵

港区（⼤阪）  第2室⼾台⾵  ハイエン  名古屋⼤学  地球温暖化  京都⼤学防災研究所  宇治市（京都）
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避難指⽰  避難勧告  ⼟砂災害警戒情報  ⼤⾬特別警報  ⼤⾬警報  常総市（茨城）  ハザードマップ

常総市役所

ワンダー防災SP 関⻄を襲う“⼤⽔害” 気象予報⼠・⽚平敦の「その時、命を守るには」
（バラエティ/情報）

淀川の堤防沿いにある摂津市⿃飼中地区の⾃治会の副会⻑の森さんは、去年の⻤怒川決壊で意識が
変わったという。摂津市では10年前に市のハザードマップがすべての家に配布されているが、去年
11⽉、住⺠たちが集まり、専⾨家のアドバイスをもとにオリジナルのハザードマップを作り始め
た。地域の危険な場所や少しでも近くて⾼い場所を探し、実⽤的なハザードマップが完成した。そ
の後、避難場所としての使⽤許可を森さんら⾃らとりにいったが、「⾏政任せにしない」というこ
とも⼤切なポイント。

スタジオトーク。くわばたりえは、淀川の例ではハザードマップを作って終わりではないところが
いい、世代を超えて共有することも⼤事だと話した。⼀⽅⻤怒川の例について新実彰平は、市役所
⾃⾝がハザードマップを信⽤していなかった現実があったと指摘した。⽚平敦は、ハザードマップ
をまずは⼿に⼊れて、そして持っているだけではいけないと解説した。

気象災害のギモン ⽚平さんがズバリ

キーワード  摂津市（⼤阪）  淀川  ⻤怒川  ハザードマップ  常総市役所

ワンダー防災SP 関⻄を襲う“⼤⽔害” 気象予報⼠・⽚平敦の「その時、命を守るには」
（バラエティ/情報）

視聴者から寄せられた気象についての疑問に⽚平敦が回答。「⻯巻のときビルの中にいたら？」に
対しては、頑丈であれば安⼼だができるだけ窓からは離れるべき、⻯巻注意情報が出たら頻繁に空
を確認してほしいと答えた。「かみなり雲はいつ起きる？」は、暖かい空気と冷たい空気がケンカ
したとき。

「地震雲が現れるって本当？」は、科学的には分かっていない、あまり惑わされず性格な情報を得
てほしい。「⼟砂災害の前兆は？」は、五感をフルに使って変だと気づくことが⼤切、だが前兆が
ない場合もあるため逃げることも必要。「テレビ・ラジオ以外で避難勧告などの情報を知る⽅法
は？」は、携帯電話のエリアメールや専⽤のアプリがある。

⼤阪城公園の⼀⾓に建つある塔を⽚平敦がリポート。昭和9年に近畿地⽅を直撃した⽇本の観測史
上最強の台⾵「室⼾台⾵」の犠牲者を慰霊した塔。当時は気象警報への関⼼が低く、⼦どもたちが
いつもどおり登校し、その結果⼤阪府内だけで700⼈近くの⼦どもが亡くなった。

スタジオの⽚平は、科学技術はだいぶ進歩して天気予報も向上しているが、まだ技術が及ばない部
分もある、この部分を皆さんの⾏動や⼼持ち次第で補える部分、命を守るためにあなた⾃⾝の⾏動
がきっかけになることもある、⽇々の防災⾏動にがんばりましょうと話した。

キーワード  ⻯巻  ⻯巻注意情報  地震雲  エリアメール  緊急速報メール  ⼤阪城公園  室⼾台⾵
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