
災 害 が 発 生  

大きな揺れの後、1時間ぐらいで海の水があふれ、ジ

ワジワ・ノロノロ、ゆっくりとしたペースで住宅地や田

畑などに流れ込んできます。中川区では、最大で3ｍ

近くの深さまで水に浸かることもあります。また、川な

どを遡り、住宅地や田畑などに流れ込んでくることも

あります。

大きな地震が発生すると、どんなことが起きるのか？

古いブロック塀は、大きな

揺れが起こると、道路側に

倒れやすく、下敷きになっ

たり、ぶつかって怪我をす

ることがあります。

古い家は、大きな揺れで倒れたり、壁にひび

が入ったり、屋根瓦が落ちたりして、住めな

くなってしまいます。また、下敷きになって、

怪我をすることもあります。

地面にひびが入り、その隙間から泥水

がふき出したり、土の下に埋めてある

マンホールなどが地面の上に飛び出

てきて、人や車が通りにくくなります。
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　このガイドブックでは、「地震」と「風水害（大雨や台風など）」の２つの災害を中心に紹介します。
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し た ら …

大雨が降ったり、台風が近づくと、どんなことが起きるのか？

下水道などの排水施設の能力を超える大

雨が降ると、住宅地や田畑などに雨水が

あふれ、道路や家などが水浸しになるこ

とがあります。中川区では、最大で２ｍ近く

の深さまで水に浸かることもあります。

川の水が増えて、堤防からあふれたり、堤

防が壊れたりして、川の水が住宅地や田畑

などに流れ込んでくることがあります。中川

区では、最大で6ｍ近くの深さまで水に浸

かることもあります。

これまでのイラストや写真を見て、災害が起こると、身の回りにどんなことが

起こるのか、以下の観点を参考に考えてみましょう。

強い風で海の水が海岸に吹き寄せられることな

どにより、海の水が堤防などを乗り越えて、住宅

地や田畑などに流れ込んでくることがあります。

中川区では、最大で5ｍ近くの深さまで水に浸か

ることもあります。
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