
広島市安佐南区緑井 提供：国土交通省中国地方整備局  提供：国土交通省中国地方整備局

2 014年8月2 0日。

最高時速約70kmとも言われる速度で

広島市の住宅地に襲いかかった土石流。

深夜に発生した大規模土砂災害は、

布団の中で寝ている人たちを襲い、

気づいたときには土砂で玄関から逃げ出すこともできず、

助けを求める声は雨音にかき消されました。

これは、遠い国で起きたことではありません。

私たちが住む、広島で実際に起こったこと。

もし、あの日。早く避難していたら。

もし、あの日。身を守る方法を知っていたら。

もしもの備えで、救える命がたくさんあります。

6 7



他人事ではなく、自分事。
あの日の経験を学びに変える。

大窪　横山さんが被災されたとき、どんな状況で
したか？
横山　8月19日の夜8時過ぎごろから大雨が降り
はじめたんですが、まさかあんな大規模災害が起
こるとは思わず子どもたちと就寝しました。午前2
時頃、尋常じゃない雨音と雷の音で目覚め、窓の
外を見ると、庭に茶色の水が溢れていて、異常な
光景でした。突然ドーン！というこれまで聞いたこ
とのない凄まじい音が響くと同時に、山が崩れま
した。夫は出張中で不在、2階では子どもたちが寝
ていて、とにかく自分でこの状況をどうにかしなけ
ればと思いました。
大窪　そのときは落ち着いていられましたか？
横山　不安はありましたが、意外と冷静だったと
思います。近くに住んでいる夫の両親にも連絡を
とり、山側の寝室から反対側の部屋に移り、外出
しないよう伝えました。その後、福山市にいる私の
母にも連絡をとり、これからどう行動するべきか
相談しました。

大窪　お母さんも心配されたでしょう？
横山　両親は福山市の芦田川の上流地域に住んでい
るため、母が小さい頃には水害に悩まされていました。
母に状況を説明すると「まず、いつでも避難できる
ように身支度をして、貴重品と替えの服、子どもた
ちが食べるものを用意して高いところへ」と指示を
もらいました。1階は浸水するかもしれないと思っ
たので、ラグマットや家電などを机の上に移動させ
たり、子どもたちのおもちゃをビニールプールに入れ
たり。母と話したことで落ち着いて行動できました。

大窪　外の状況はいかがでしたか？
横山　家の周りは土砂で埋まってしまい、もう逃げ
られる場所がないと思いました。車がフェンスを突き
破っている光景を目の当たりにして、さらに雷で電
気が消えたりついたりを繰り返すのを見ていると、
絶望的な気持ちになりました。子どもたちを着替え
させた後、押し入れに移動させて毛布をかぶせ、「こ
こにいたら大丈夫だよ」と、私の不安が伝わらないよ
う少しでも安心できるように声をかけていました。

起きた事
8.20に
大窪シゲキが訊く
広島FM DJ

2014 年8月20日に発生した広島市の大規模土砂災害で
被災された横山ゆかりさん。当時の状況や災害に対して備えて
おきたいことなどを伺いました。

広島FM DJ

大窪 シゲキ
大窪シゲキの9ジラジ（月～木曜21:00～22:00）
シネマ☆ボックス（土曜21:00～21:30）
阪神大震災で被災し、避難生活を経験。
広島市の土砂災害が発生した際は、
ボランティアにも参加。

横山 ゆかり
夫、長女（6歳）次女（1歳）の4人家族。
2014年8月20日の土砂災害で被災し、
現在では広島県自主防災アドバイザーとして
防災活動を行っている。

大窪　そのときどういう気持ちで押し入れに？
横山　これまで味わったことのない不安感から
死を覚悟しました。いろいろなことを考えながら、
救助されるまでの間、押し入れの中で毛布をか
ぶっていました。

大窪　情報はどうやって入手しましたか？
横山　1階のテレビは泥水に浸かっていたので、
スマートフォンで天気図を確認しました。
災害後、被災者の多くは住み慣れた土地から離
れた場所に避難していたため、生活を再建するに
も、これから何が必要なのか、情報の入手に困り
ました。働いている人、車がない人、高齢の方な
どは市役所や公民館に行って調べることができな
いのです。例えばラジオでそういった情報を入手
できるとありがたいですね。

大窪　僕が阪神大震災を経験したときは「なぜ
僕なんだ！？」と思いましたが、横山さんはどうで
したか？
横山　住んでいた地域で子育て世帯が被災したの
は私たちだけだったんです。やっぱり「なんで？」と
は思いました。避難生活をしながら、長女は幼稚園
に通っていて、他のお子さんたちとは違う生活をし

ているので「なんでおうちがなくなったの？」とよく
聞かれました。この1年、この経験がマイナスな気持
ちにならないように、試行錯誤しながら、子どもたち
と接してきました。
大窪　僕は被災後、サイレンの音が怖くなりましたが、
横山さん自身は大丈夫でしたか？
横山　目をつむれば土砂崩れの光景が思い浮かび
ます。土砂災害が起こった深夜になると目が覚め、
気が滅入ることもありました。夏だったこともあり、
体力も落ち、子育ても大変で、常にキャパシティを
超えていました。それでも、子どもたちが明るく楽し
そうに遊んでいる姿を見て、救われていましたね。

大窪　そもそも、住んでいた場所が危険だというこ
とを知っていましたか？

横山　家を購入するときに、「この場所は土砂災害
警戒区域です」と書面で見せてもらいました。その
ときに初めて知らされました。
土砂崩れが起きた山では砂防ダムを建設中でし
た。住んでいた地域は防災意識が高く、災害が起
こったときに助け合えるようにと、2011年、地域
にどういう方が住んでいるかを調べ、リストにする
ことになりました。同じ地域の方々を訪ねる中で、
体の不自由な方がいると分かり、自分たちに子ど
もがいることも知ってもらえました。今回の災害で
は救助される際、消防の方に近くに住む人の話を
すると、このリストのおかげで、すでに安否確認が
とれていました。
リストを作るのは、個人情報の観点から難しさも
ありますが、命にかかわることだと説明して理解
を求めながら完成させることができ、実際に、今
回の災害で役立てることができました。

災害時は地域との連携が大切！
自治会や町内会の活動に参加を。

大きなショックから立ち上がれたのは、
子どもたちのたくましさのおかげ。

災害時も災害後も情報は生活の要。

大窪　それを作ることで1人でも多くの命を救え
る可能性があるなら、各地域で取り組みが進ん
でいくといいですね。

起こったそのとき

2014年8月21日 自宅のリビング

2014年8月20日 午前3時自宅の玄関

自宅の裏の砂防ダムを背景に当時を振り返る

2014年8月21日 自宅の庭
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防災

大窪　横山さんが被災されたとき、どんな状況で
したか？
横山　8月19日の夜8時過ぎごろから大雨が降り
はじめたんですが、まさかあんな大規模災害が起
こるとは思わず子どもたちと就寝しました。午前2
時頃、尋常じゃない雨音と雷の音で目覚め、窓の
外を見ると、庭に茶色の水が溢れていて、異常な
光景でした。突然ドーン！というこれまで聞いたこ
とのない凄まじい音が響くと同時に、山が崩れま
した。夫は出張中で不在、2階では子どもたちが寝
ていて、とにかく自分でこの状況をどうにかしなけ
ればと思いました。
大窪　そのときは落ち着いていられましたか？
横山　不安はありましたが、意外と冷静だったと
思います。近くに住んでいる夫の両親にも連絡を
とり、山側の寝室から反対側の部屋に移り、外出
しないよう伝えました。その後、福山市にいる私の
母にも連絡をとり、これからどう行動するべきか
相談しました。

大窪　お母さんも心配されたでしょう？
横山　両親は福山市の芦田川の上流地域に住んでい
るため、母が小さい頃には水害に悩まされていました。
母に状況を説明すると「まず、いつでも避難できる
ように身支度をして、貴重品と替えの服、子どもた
ちが食べるものを用意して高いところへ」と指示を
もらいました。1階は浸水するかもしれないと思っ
たので、ラグマットや家電などを机の上に移動させ
たり、子どもたちのおもちゃをビニールプールに入れ
たり。母と話したことで落ち着いて行動できました。

大窪　外の状況はいかがでしたか？
横山　家の周りは土砂で埋まってしまい、もう逃げ
られる場所がないと思いました。車がフェンスを突き
破っている光景を目の当たりにして、さらに雷で電
気が消えたりついたりを繰り返すのを見ていると、
絶望的な気持ちになりました。子どもたちを着替え
させた後、押し入れに移動させて毛布をかぶせ、「こ
こにいたら大丈夫だよ」と、私の不安が伝わらないよ
う少しでも安心できるように声をかけていました。

大窪　被災直後、心の支えになったものとは？
横山　私は母の梅干しのおかげで食欲がなくても
ご飯を食べられました。災害に遭うということは、今
の自分ではいられなくなるということ。その中で気
持ちを落ち着かせるために、自分に何が必要なのか
をぜひ知っておいていただきたいです。
大窪　被災後、生活はどうやって立て直しましたか？
横山　家は土砂に埋まり、さらに地盤も沈下しま
した。家は保険で補えましたが、地盤は保険の対
象ではなかったので住み慣れた我が家に戻ること
はできません。少しでも危険な場所に住まわれてい
る方は、幅広く自然災害もカバーしてくれる保険に
するのがよいと思います。実際に私の母は災害の
経験から家財保険にも入っていました。もしものと
きにまとまったお金があれば、早く生活を立て直
すことができます。災害は何が起こるか分かりま
せん。だからこそ、いろいろな場合を想定して防災
をすることが大切です。

●災害で命を落とすということは、あなたの大切な人を予期せぬ形で失うという
こと。 災害は必ず起こるもの だということを想定して、災害に備えましょう。

●災害情報、生活の再建など情報の入手は最重要！あらかじめラジオが聴けるアプリ
をスマートフォンに入れておいたり、どこでどんな情報が手に入るのかを把握しておこう！

●家財保険は水害以外にも、落雷によるパソコンなど家電への被害に対応したも
のまでさまざま。自分の住んでいる場所、生活に合った保険選び が重要です。

大窪　そのときどういう気持ちで押し入れに？
横山　これまで味わったことのない不安感から
死を覚悟しました。いろいろなことを考えながら、
救助されるまでの間、押し入れの中で毛布をか
ぶっていました。

大窪　情報はどうやって入手しましたか？
横山　1階のテレビは泥水に浸かっていたので、
スマートフォンで天気図を確認しました。
災害後、被災者の多くは住み慣れた土地から離
れた場所に避難していたため、生活を再建するに
も、これから何が必要なのか、情報の入手に困り
ました。働いている人、車がない人、高齢の方な
どは市役所や公民館に行って調べることができな
いのです。例えばラジオでそういった情報を入手
できるとありがたいですね。

大窪　僕が阪神大震災を経験したときは「なぜ
僕なんだ！？」と思いましたが、横山さんはどうで
したか？
横山　住んでいた地域で子育て世帯が被災したの
は私たちだけだったんです。やっぱり「なんで？」と
は思いました。避難生活をしながら、長女は幼稚園
に通っていて、他のお子さんたちとは違う生活をし

ているので「なんでおうちがなくなったの？」とよく
聞かれました。この1年、この経験がマイナスな気持
ちにならないように、試行錯誤しながら、子どもたち
と接してきました。
大窪　僕は被災後、サイレンの音が怖くなりましたが、
横山さん自身は大丈夫でしたか？
横山　目をつむれば土砂崩れの光景が思い浮かび
ます。土砂災害が起こった深夜になると目が覚め、
気が滅入ることもありました。夏だったこともあり、
体力も落ち、子育ても大変で、常にキャパシティを
超えていました。それでも、子どもたちが明るく楽し
そうに遊んでいる姿を見て、救われていましたね。

大窪　そもそも、住んでいた場所が危険だというこ
とを知っていましたか？

横山　家を購入するときに、「この場所は土砂災害
警戒区域です」と書面で見せてもらいました。その
ときに初めて知らされました。
土砂崩れが起きた山では砂防ダムを建設中でし
た。住んでいた地域は防災意識が高く、災害が起
こったときに助け合えるようにと、2011年、地域
にどういう方が住んでいるかを調べ、リストにする
ことになりました。同じ地域の方々を訪ねる中で、
体の不自由な方がいると分かり、自分たちに子ど
もがいることも知ってもらえました。今回の災害で
は救助される際、消防の方に近くに住む人の話を
すると、このリストのおかげで、すでに安否確認が
とれていました。
リストを作るのは、個人情報の観点から難しさも
ありますが、命にかかわることだと説明して理解
を求めながら完成させることができ、実際に、今
回の災害で役立てることができました。

私が私でいられるために、
必要なものを知っておく。

被災経験を語るのは、正直辛いです。
「忘れたい」から「忘れない」と決断するまでには時間が
かかります。それでも被災者が「真実を伝え続ける」のは
“防災”を知っていれば、“災害”から守れる「いま」がある
と学んだからです。
僕らと一緒に備えてほしい。心からお願いいたします。

大窪　それを作ることで1人でも多くの命を救え
る可能性があるなら、各地域で取り組みが進ん
でいくといいですね。

インタビュー
を終えて…

アンダーラインからわかる

学びのポイント！

起こらないと
思っていませんか？自然災害
2015年9月。台風18号の影響で、鬼怒川流域の雨量は2日間で476mmを記録しました。
この雨により、茨城県常総市で鬼怒川が氾濫、2万人以上の方が被害に遭いました。

広島市でも、2005年9月、台風14号の影響で太田川が氾濫しています。
そのときの太田川流域の雨量は2日間で240mm。
県内各地の家屋被害は2,176棟に及びました。
もし今、鬼怒川が氾濫したときと同じ規模の雨が太田川流域に降ると、
25万人以上の方が被害に遭うことが想定されます。

洪水・高潮・土砂災害。過去、広島県内のさまざまな場所で自然災害が起きています。

明日はあなたの住む街で起こるかもしれません。
いざというときに落ちついて行動できるよう、今、備えましょう。　

三次市

庄原市

広島市南区 竹原市

安芸高田市

廿日市市

■死者5名
■住宅被害1,621棟

2010年7月10日‒ 7月16日

2004 年9月7日

■死者5名
■住宅被害4,345棟

1999年6月29日

■死者・行方不明者32名
■住宅被害4,722棟

2004年8月30日

■住宅被害6,125棟

■死者・行方不明者39名
■住宅被害10,011棟

1972 年7月11日

⇒「そなえる！」編
　 32ページ以降へ！

⇒詳しくは39ページへ！

⇒詳しくは44ページへ！

⇒今すぐこのハンドブックを読もう！

・被害状況については、各災害に
おける県内全域の総数を掲載して
います。
・上記は、あくまで広島県内で起
こった自然災害の一例です。

出典:人的被害 広島県防災Web
住宅被害「水害統計(国土交通省)」

提供:竹原市

提供:広島県

提供:国土交通省中国地方整備局

提供:安芸高田市 提供:三次市 提供:庄原市

砂防ダム建設看板の前
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防災

いつも歩いているあの道、こどもたちの通学路・・・

松井一洋教授と徳永真紀が実際に広島市内を歩き、
どこにでもある普通の景色に潜む危険な場所をチェックして
きました。

まちあるき
防 災 災害時には思わぬ

危険箇所になるかもしれません。

徳永真紀が行く
広島FM パーソナリティ

大雨で水が
溢れているので

足をとられないように
気をつけることが
大切ですね。

細い水路
小さなお子さんを抱えての避難や、
ご高齢の方と一緒に避難するとき、
一人なら通れる道が行けないことも！
飛び越えられそうと思っても無理を
せず、別の方法で避難を。

ガードレールのない用水路
ガードレールのない用水路は増水
すると道の境目が分からなくなるので、
足元を確認するためにも傘や棒は
必需品。また山水は感染症を引き
起こす場合もあるので入らないよう
注意を！

広島FM「DAYS ! 」パーソナリティ

徳永 真紀
広島FM「DAYS ! 」パーソナリティ

徳永 真紀

広島経済大学経済学部
メディアビジネス学科 教授

松井 一洋

広島経済大学経済学部
メディアビジネス学科 教授

松井 一洋

身近にこんなに危険な

場所があるなんて驚きです！

防災を生活の一部に

しないといけないですね。

いつも歩く道の

どこが危険か
知っておいてくださいね。

別のルートも確認しておく

といいでしょう。

古いブロック塀
1978年の宮城県沖地震で
ブロック塀の倒壊による死
者は11人。揺れを感じても
ブロック塀などには寄りか
からないよう注意を。

土砂災害警戒区域
避難ルートに土砂災害が
発生していることも。土砂で
道がふさがれ、避難の妨げに
なるので、そのような場所は
避けて避難しよう。

錆びた鎖
ガスボンベなどを固定する
チェーンが錆びていると地震
が起きたときに簡単に切れ
ることも。チェーンが錆びて
いたら最寄りのガスショップ
に連絡を！

急傾斜地崩壊
危険区域の看板
急な崖がある場所だけでな
く、広範囲で安全な道を選
んで避難を!崩れた土砂は
斜面の高さの約2～3倍も
離れた所まで届く恐れも。

避難マップを描く参考にしてね！
→26～29ページへ

小川
谷のすき間、低地に家が
建っている場合は、早
めに避難を！大雨で増
水した川に木や枝が一
緒に流れだしたら洪水の
サインかも！

古い空き家
防災・防犯のためにも
空き家は解体しておく
ことが大切。震度4～5の
地震が発生した場合、
倒壊して道をふさいだり、
窓ガラスが飛び散る恐
れも。

グレーチング 小川だからと油断は禁物！
水量があまりない川でも
大雨で増水し氾濫します。

チェーンが
切れるとケガに
つながりますね。

道路脇のグレーチングの下は水が流れ
ているので、大雨により水が溢れ出す
ことも。
マンホールがある場所も水圧で浮いて
いる場合が。足をとられたり、落ちない
ように棒などで足元の確認を！

グレーチング／マンホール
マンホール

地域の人と一緒に
危険な場所を見て回り、

行政と相談しながら改善する
ことが大切です。

川の土手に植えられた桜が、「防災」に役立っているということをご存知ですか？
川の土手は、冬の霜柱で地盤が緩んでしまいますが、春になり桜が咲くと、
毎年多くの花見客が訪れて、花見を楽しむ場所になります。
たくさんの人が土手を歩くことで、緩んでいた地盤が踏み固められ、
梅雨の時期の増水に耐えられるようになっているのです。
私たちの知らないところで、何気ない日常生活が防災に役立っているんですね。

土手の花見
Col umnコラム

避難するときは
しっかりとした棒や傘を

支えにして
足元を確認しながら

歩きましょう！

こういう看板は
意外と

見落としがち！
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