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福岡市の防災

福岡市

Disaster Risk Reduction in Fukuoka city



○面積 ３４３.４６km２

○東西 ２７.６km, 南北 ３１.９km

○人口 １６０万人

○平均気温 １７.5℃ 

○年間雨量 １,８２３mm

（過去10年間の平均）

東京

福岡 大阪

１ 福岡市の地勢

○ 豊かな自然と都市機能がコンパクトに調和した都市
○ 山地と河川，海が近傍に存在

→ 大雨や地震が主として警戒すべき災害

Overview of Fukuoka City

Annual rainfall

Annual average temperature

Population 1.6 million

Area

Abundant nature and urban function well blended in compact city

Close to mountains, rivers, ocean

Rain and earthquakes are main disaster risks

Tokyo

OsakaFukuoka



平成11（１９９９）年６月２９日水害の状況

２ 福岡市における主たる災害

▲博多駅東

▲博多駅筑紫口 ▲福岡市営地下鉄博多駅

・死者１名（博多駅周辺のオフィスビル街が冠水，

ビルの地下1階で水死）

・重軽傷者１名

・住宅浸水

床上１,０１９棟，床下２,１５４棟

・地下施設浸水８１棟

・地下鉄運行停止約３時間

・降雨状況(福岡市内)

１時間最大７７㎜，ピーク３時間１２６㎜Hakata station

Hakata Station 

Flood on June 29, 1999

Office buildings around 

Hakata station flooded, 1 

casualty on basement floor

1019/2154 houses flooded

81 building flooded 

underground

Subway stopped for 3 hours

Highest rainfall 77mm/hr, 

126mm/3hrs at peak

Major disasters in Fukuoka City



福岡県西方沖地震の概要と対応状況

北西部：2005年福岡県西方沖の
地震の震源断層（玄界灘）

南東部（博多湾＋陸域）
・死者：１名

・重傷者：１６４名

・軽傷者：８７４名

・最大避難者数：２,７５９名

・避難所：８０カ所

・住宅被害

全壊１４１棟，大規模半壊８棟，

半壊３１５棟，一部損壊４,７５６棟

2005年の地震で北西部にある断層のエネルギーは発散されましたが，都市部を走る
南東部の断層については引き続きエネルギーが蓄積されている状況で，発生確率は全
国的に見ても高いレベルです。

Casualty 1

Injured 164/874

Evacuated 2759

Evacuation centers 80

Damage to  houses (entirely 

damaged 141, largely 

damaged8, half damaged 

315, partially damaged 4756

Major earthquake in Fukuoka prefecture 2005



地震による玄界島及び志賀島の被害状況

・人的被害

重傷者１０名，軽傷者９名

・住宅被害

全壊１０７棟，

半壊４６棟，

一部損壊６１棟

島のほとんどの家屋が被害を受け，大きな被害は斜面地の木造住宅に集中しており，
擁壁や法面の崩壊を要因とする被害が多く発生した。

Injuries 10/9

Damage to Houses

Entirely damaged 107

Half damaged 46

Partially damaged 61

Genkai and Shikanoshima Islands damaged 

by earthquake



博多駅周辺地区での止水板設置例

２ 教訓から学び，福岡市が実施していること

ＪＲ西日本 ホテルクリオコート博多

ホテルセントラーザ博多 地下鉄博多駅１２番出入口

博多駅の地下施設の浸水被害を教訓に、福岡市営地下鉄と博多駅隣接ビルが協力し，博
多駅地下出入口の止水板を整備しました。2009年７月には，時間雨量116㎜という市内で
の観測史上最大の大雨を記録し，ピーク３時間雨量も198㎜の過去最大の大雨となりました
が,地下施設での浸水被害は発生しませんでした。

Learning from disasters: Placing water stopper boards at building entrance 

With joint effort by Fukuoka city subway and Hakata station, water stopper boards were placed in the station entrance. 

This has prevented flood in the  116mm/hour heavy rain in 2009



雨水貯留管

山王１号雨水調整池
（貯留量 約１３,０００ｍ３ 山王２号雨水調整池

（貯留量 約１５,０００ｍ３

山王ポンプ
所

1号・2号調整池と、周囲の雨水貯留管に合わせて約30,000ｍ を貯水するこ
とができ，毎秒約2.0ｍ の水をポンプにより排水することができます。

3

3

レインボープラン博多 ・ 雨水整備
Rainbow Plan Hakata Rainwater control systems

Possible to store 30,000m3 rainwater in total 2 ponds and connected pipes; also possible to drain 2.0m3 rainwater /second



レインボープラン天神

天神付近で降った雨を、雨水貯留管貯留し、
ポンプでくみ上げて博多湾へ放流

博多湾へ放流

雨水貯留管
貯留量 ６０,０００ｍ３

Rainbow Plan Tenjin

Stores rainwater fall around Tenjin area, pump up and drain to Hakata Bay



水位 雨量

Fukuoka City Website

Disaster information

Action

PrepareLearn



6種類の災害種別 ※自宅や職場周辺の災害リスクを確認

福岡市のハザードマップ
Webで確認 「総合ハザードマップ」 ⇒複数のマップを重ねる・持ち運びしやすい
従来の紙ベース 「各種ハザードマップ」 ⇒WebやPCが苦手でも使える

Fukuoka City’s comprehensive web based hazard map

Mobile multiple hazards maps

Paper version is available

Citizens can review six different kinds of hazards around their home and workplace

Pluvial floods

earthquake

landslide

flood

Storm surge

tsunami



警固断層 南東部 Ｍ7.2

警固断層北西部

地 震

Earthquake web map



紙ベース
Earthquake hazard paper map



津 波 Tsunami web map



紙ベース
Tsunami hazard paper map



・ 中心気圧 900ｈｐａ
・ 移動速度 73㎞/ｈ
・ 進行方向 東進型
・ 吸い上げ効果
・ 吹き寄せ効果
・ 潮位 （満潮）

伊勢湾 ・ 室戸台風

高 潮

Storm surge hazard web map



紙ベース

Storm surge hazard paper map



内水氾濫： 降雨量が下水道などの排水能力を
超えた場合におきる

Pluvial flooding web hazard map



紙ベース

Pluvial flooding paper hazard map



〇想定最大規模降雨
過去の気象観測データから導きだしたもの

１年に発生する確率が １/１０００

那珂川の雨量
２４時間雨量
：９６１1㎜

御笠川の雨量
２４時間雨量
：９６６㎜

洪水

樋井川の雨量
６時間雨量
：６１５1㎜

Flood hazard web map



一時避難所

凡例 ： 水深の目安

紙ベース
Flood hazard paper map



土砂災害

Landslide hazard web map



紙ベース

Landslide hazard paper map



ハザードマップには「学習面」がついている

住民一人ひとりが、その災害について学び、知識を身に着け、自分自身で判断し
適切な避難が出来るようにしている。

The Hazard maps include ‘learning’ contents





ウェブにも
「学習面」

Fukuoka city comprehensive hazard map



浸水時の避難行動

ハザードマップを確認して

自宅がある場所に
色が塗られている
（浸水の恐れがある）

浸水する深さよりも高い
場所に住んでいる。
または移動できる。

避難できる親戚や
友人宅などがある

自宅のテレビなどで
最新情報を収集

以下の全てを満たしていれば
自宅に留まっても良い。
●家屋倒壊等氾濫区域に
入ってない。
●水が引くまで我慢でき、水・
食料などの備えが十分ある。
●浸水深より自宅が高い。

親戚・友人
宅などへ避難

避難所へ
避難

はい

はい
はいいいえ

いいえ

いいえ

垂直避難 ・ 在宅避難 立ち退き避難

ハザードマップの活用方法を
具体的に伝えることが

大 事Required action for evacuation when facing floods

Is you home colored (with flood risks)

Do you have a relative or friend’s  

home you can evacuate?Is you home higher than the 

flood risk level?

Can you evacuate?

Collect latest information 

at home
Go to evacuation 

center

Evacuate at your 

relative or friend’s 

home

No

Yes

Yes

Yes

No

No

You can stay home if:

Your home is not included in the 

damage prone zone;;

If you have sufficient water and 

food supply at home;

If your home is higher than the 

flood risk level

Interpret maps into action



Self-help

Mutual-help

Public-help

67%

32%

2%

防災リーダーの育成
1995年に生起した阪神淡路大震災の後，

約164,000人もの人々が壊れた住居内に
閉じ込められました。

自主防災組織の結成

防災リーダーの育成

自助

共助

公助

助かった要領の割合は以下の通りです。

自助・共助の重要性を認識し，自主防災組織の結成(全校区完了)と運営支
援，及び博多あん・あん塾による防災リーダー育成を図っています。

BOUSAI Disaster prevention Leaders

Among the 164,000 people who were trapped inside their damaged 

homes at 1995 Great Hanshin Earthquake,  following people survived.

Public help

Self help

Mutual help

Voluntary disaster prevention groups

Training of BOUSAI leaders



みんなで作る防災態勢（防災の３つの輪）

共 助
・向こう三軒両隣
・自治会，町内会
・自主防災組織

自 助
・市民
・家庭
・事業所

公 助
・行政（国，県，市）
・他都市からの応援
・防災関係機関

災害の発生を防ぐことはできませんが，心がけ次第で被害を少しでも少な
くすることはできると思います。今後とも，福岡市は，自助・共助・公助の
３つの力を高めながら，災害に強い，安全で安心して暮らせるまちづくりを
進めていきます。

Creating a disaster prevention preparedness (three circles of disaster prevention)

Self help

Individual level

Household level

Workplace

Mutual help

Neighoborhood

District level

Voluntary 

disaster group 

level

Public help

Governments 

(national, local)

Help from other 

cities

Disaster 

response 

institutions


