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地球を覆うプレート



地球のプレート



世界世界世界世界のののの地震地震地震地震のののの分布分布分布分布 （（（（１９９０１９９０１９９０１９９０年年年年～～～～２０００２０００２０００２０００年年年年、Ｍ、Ｍ、Ｍ、Ｍ４４４４以上以上以上以上、、、、深深深深さ５０さ５０さ５０さ５０ｋｍｋｍｋｍｋｍ以浅以浅以浅以浅））））

世界で地震が起きた場所

気象庁 地震と火山のページより



日本日本日本日本

プレートと地震の関係

日本日本日本日本



日本で地震が多い理由

フィリピン海プレート
３～５㎝／年

太平洋プレート
８～１０㎝／年



地震はどうして起こるの？

？？



プレートがずれて
起こる地震

ひずみ



陸の活断層で起こる地震

矢印の方向に

ゆっくり動いている

ひずみが
たまってくる

断層

ぐぐぐっ
ビシッ

ずれる



震度とマグニチュード



震度６ 震度３

震度とマグニチュードは同じ？

マグニチュード８．４
ひとつのひとつのひとつのひとつの地震地震地震地震にににに

マグニチュードは１つだけマグニチュードは１つだけマグニチュードは１つだけマグニチュードは１つだけ。。。。

でもでもでもでも震度震度震度震度はははは場所場所場所場所によってちがうによってちがうによってちがうによってちがう。。。。



日本とその周辺では
どのくらい地震が起こっている？

マグニ
チュード

平均発生回数

(1年間)

9.0以上 平成23年の東北地方太平洋沖地震のみ

8.0～8.9 １０年に 1回 昭和南海地震M8.0

（最大震度６）

7.0～7.9 １年に ２回 阪神・淡路大震災M7.3

（最大震度７）

6.0～6.9 １年に １７回 新潟県中越沖地震M6.8

（最大震度６強）

5.0～5.9 １年に １２３回



震度震度震度震度５５５５強強強強

☆☆☆☆物物物物につかまらないとにつかまらないとにつかまらないとにつかまらないと歩歩歩歩くことがむずかしいくことがむずかしいくことがむずかしいくことがむずかしい。。。。 ☆☆☆☆立立立立っていることがむずかしいっていることがむずかしいっていることがむずかしいっていることがむずかしい。。。。

震度震度震度震度６６６６弱弱弱弱

震度の解説

☆☆☆☆物物物物につかまらないとにつかまらないとにつかまらないとにつかまらないと歩歩歩歩くことがむずかしいくことがむずかしいくことがむずかしいくことがむずかしい。。。。
☆☆☆☆食器食器食器食器やややや本本本本やテレビがやテレビがやテレビがやテレビが落落落落ちるちるちるちる。。。。
☆☆☆☆固定固定固定固定していないしていないしていないしていない家具家具家具家具がががが倒倒倒倒れるれるれるれる。。。。
☆ブロックべいがくずれる☆ブロックべいがくずれる☆ブロックべいがくずれる☆ブロックべいがくずれる。。。。

☆☆☆☆立立立立っていることがむずかしいっていることがむずかしいっていることがむずかしいっていることがむずかしい。。。。
☆☆☆☆家具家具家具家具のののの大半大半大半大半がががが動動動動くくくく。。。。倒倒倒倒れるものもあるれるものもあるれるものもあるれるものもある。。。。
☆☆☆☆壁壁壁壁のタイル・のタイル・のタイル・のタイル・窓窓窓窓ガラスがガラスがガラスがガラスが壊壊壊壊れるれるれるれる。。。。
☆☆☆☆家家家家のののの瓦瓦瓦瓦がががが落落落落ちたりちたりちたりちたり、、、、家家家家がががが傾傾傾傾いたりするいたりするいたりするいたりする。。。。

☆☆☆☆立立立立っていられないっていられないっていられないっていられない。。。。
☆☆☆☆固定固定固定固定していないしていないしていないしていない家具家具家具家具のほとんどのほとんどのほとんどのほとんど
がががが動動動動いたりいたりいたりいたり倒倒倒倒れるれるれるれる。。。。
☆☆☆☆建物建物建物建物はははは傾傾傾傾いたりいたりいたりいたり、、、、倒倒倒倒れるものがれるものがれるものがれるものが多多多多くなるくなるくなるくなる。。。。

震度震度震度震度６６６６強強強強



徳島県の地震



南海地震（海溝型地震）

• 強い揺れ（震度5強～6強）が長く続く
• 津波がおこる
• 約１００年ごとに繰り返す
• 今後30年以内の発生確率６０６０６０６０％％％％程度程度程度程度• 今後30年以内の発生確率６０６０６０６０％％％％程度程度程度程度（（（（基準日平成基準日平成基準日平成基準日平成23年年年年1月月月月1日日日日））））

徳島県の被害想定
東南海・南海地震が同時発生した場合の予想される最大死者数最大死者数最大死者数最大死者数

季節時間 建物倒壊 津波 斜面崩壊 合計

冬の５時 約2,500人 約1,700人 約１００人 約4,300人
徳島県地震動被害想定調査（平成１７年３月）



中央構造線活断層の地震
（陸域の浅い地震）

中央構造線

• 約1,400年ごとに繰り返す

• 最後に動いたのは約４００年前

• 今後30年以内の発生確率ほぼ0～0.3%



南海地震って
どんな地震？



南海地震（海溝型地震）

• 強い揺れ（震度5強～6強）が長く続く
• 津波がおこる
• 約１００年ごとに繰り返す
• 今後30年以内の発生確率６０６０６０６０％％％％程度程度程度程度• 今後30年以内の発生確率６０６０６０６０％％％％程度程度程度程度（（（（基準日平成基準日平成基準日平成基準日平成23年年年年1月月月月1日日日日））））

徳島県の被害想定
東南海・南海地震が同時発生した場合の予想される最大死者数最大死者数最大死者数最大死者数

季節時間 建物倒壊 津波 斜面崩壊 合計

冬の５時 約2,500人 約1,700人 約１００人 約4,300人
徳島県地震動被害想定調査（平成１７年３月）



くりかえす南海地震



南海地震がおこる場所

四国四国四国四国
紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島

静岡静岡静岡静岡

東海東海東海東海紀伊半島紀伊半島紀伊半島紀伊半島

南海地震南海地震南海地震南海地震
東南海地震東南海地震東南海地震東南海地震

東海東海東海東海
地震地震地震地震

南海南海南海南海トラフトラフトラフトラフ

・・・・・想定震源域（この範囲の岩盤が破壊されると想定）

・・・・・南海トラフ（海溝よりは幅広く浅い海底のくぼみ）



南海地震南海地震南海地震南海地震 東南海地震東南海地震東南海地震東南海地震 東海地震東海地震東海地震東海地震

過去に起きた南海地震

慶長地震慶長地震慶長地震慶長地震M7.9

宝永地震宝永地震宝永地震宝永地震M8.6
102年年年年

西暦西暦西暦西暦

1605

1707

空白域空白域空白域空白域昭和南海地震昭和南海地震昭和南海地震昭和南海地震M8.0 昭和東南海地震昭和東南海地震昭和東南海地震昭和東南海地震M7.9

南海地震南海地震南海地震南海地震 東南海地震東南海地震東南海地震東南海地震 東海地震東海地震東海地震東海地震

安政南海地震安政南海地震安政南海地震安政南海地震M8.4 安政東海地震安政東海地震安政東海地震安政東海地震M8.4

147年年年年

92年年年年 90年年年年

1854

1944
1946

現在現在現在現在

？？？？
出典出典出典出典：：：：中央防災会議資料中央防災会議資料中央防災会議資料中央防災会議資料（（（（平成平成平成平成13年年年年6月月月月28日日日日））））にににに加筆加筆加筆加筆



過去の南海地震被害



由岐町 湾岸に上がった船

堤防の高さは水面から約２ｍ。
写真写真写真写真：：：：徳島地方気象台徳島地方気象台徳島地方気象台徳島地方気象台



海南町浅川

耕地耕地耕地耕地にににに打打打打ちちちち上上上上げられたげられたげられたげられた
貨物船貨物船貨物船貨物船。。。。

海岸海岸海岸海岸からからからから約約約約３００３００３００３００ｍ。ｍ。ｍ。ｍ。

写真写真写真写真：：：：徳島地方気象台徳島地方気象台徳島地方気象台徳島地方気象台



昭和南海地震(徳島県)の被害

• １９４６年１２月２１日 午前４時１９分４秒発生

• マグニチュード ８．０

• 県内最大震度 ５

（著しい水平動で立っていられない、又地割れや建物
の被害）

• 余震 月内に有感５５、無感２３０回

• 津波の高さ４～６ｍ

死者・行方不明者 全壊家屋 流失家屋

202人 602棟 413棟



安政南海地震(徳島県)の被害

• １８５４年１２月２４日（安政東海地震の３２時間後）発生

• マグニチュード８．４

• 由岐町の山際で津波打ち上げ高１２ｍ

• 浅川浦では全家屋流失、西牟岐浦でも村のすべての家
屋流失、東牟岐浦では３５７戸のうち３５４戸流失と、壊屋流失、東牟岐浦では３５７戸のうち３５４戸流失と、壊
滅的な被害を受けたが、前日の安政東海地震によって
発生した津波による浸水を避けるために高所へ避難して
いた人が多かったため、人的被害が少なかった。

全壊家屋 流失家屋 焼失家屋

約485棟 約1498棟 約1000棟



地震津波碑



住吉神社「海嘯潮痕標石」

春日神社「敬渝碑」「立江川排水改良事業之碑」

立江八幡神社「農地災害復旧碑」

長願寺「扁額」

大原「地神上棟式記念碑」

蛭子神社「百度石」

妙法寺「庚申塔」

豊浦神社「石碑」

鵠和光神社「石碑」

徳島県に今も残る南海地震の記録

東由岐「康暦碑」

東由岐浦「修堤碑」
西の地「貞治の碑」

木岐王子神社「石灯籠 」

志和岐「震災碑」

旧旭町南海地震「記念碑」

「牟岐町における南海震災史碑」
牟岐「大震潮記念碑」
「牟岐町南海震災記念碑」出羽島観栄寺「石碑」

旧熟田峠地蔵尊「供養塔」

大岩「慶長・宝永地震津波碑」
鞆浦「海嘯記」

宍喰
「南海地震津波最高潮位標識」

浅川「南海津浪死没者 供養塔」 浅川観音堂「地蔵尊台石」

浅川天神社「折損鳥居」 浅川観音堂「宝永ノ津浪」
浅川天神社「石碑」 浅川観音堂石段「津波襲来地点石標」
浅川天神社前「南海大地震記念碑」 浅川御崎神社「大地震津浪記」
「震災後50年南海道地震津波史碑」 浅川千光寺「大地震津浪記」扁額
「津波十訓」

妙法寺「庚申塔」
八幡神社「常夜灯台石」



徳島県内で出版された
南海地震・津波の記録



浅川観音堂石段「津波襲来地点石標」

安政南海地震安政南海地震安政南海地震安政南海地震

場所場所場所場所 海部郡海陽町浅川字海部郡海陽町浅川字海部郡海陽町浅川字海部郡海陽町浅川字イナイナイナイナ 観音堂石段観音堂石段観音堂石段観音堂石段

昭和南海地震昭和南海地震昭和南海地震昭和南海地震

津波津波津波津波がここまでやってがここまでやってがここまでやってがここまでやって来来来来たたたた



海陽町 大岩「慶長・宝永地震津波碑」
（1605年慶長地震、1707年宝永地震）

慶長慶長慶長慶長のののの津波碑津波碑津波碑津波碑はははは、、、、

所在地所在地所在地所在地 海部郡海陽町鞆浦字北町海部郡海陽町鞆浦字北町海部郡海陽町鞆浦字北町海部郡海陽町鞆浦字北町

建立建立建立建立 慶長碑慶長碑慶長碑慶長碑：：：：寛文寛文寛文寛文４４４４年年年年(1664)(1664)(1664)(1664) 宝永碑宝永碑宝永碑宝永碑：：：：不詳不詳不詳不詳

慶長南海地慶長南海地慶長南海地慶長南海地しんしんしんしん（（（（１６０５１６０５１６０５１６０５．．．．２２２２．．．．３３３３））））のののの碑碑碑碑

＊＊＊＊午後午後午後午後１０１０１０１０時時時時に３０に３０に３０に３０mmmmのののの津波津波津波津波がおそいがおそいがおそいがおそい、、、、

１００１００１００１００余名余名余名余名のののの犠牲者犠牲者犠牲者犠牲者がががが出出出出たたたた。。。。

宝永地宝永地宝永地宝永地しんしんしんしん（（（（１７０７１７０７１７０７１７０７．．．．１０１０１０１０．．．．２８２８２８２８））））のののの碑碑碑碑

＊＊＊＊午後午後午後午後２２２２時頃時頃時頃時頃、、、、約約約約３３３３mmmmのののの津波津波津波津波が３が３が３が３回来回来回来回来たたたた。。。。

四国四国四国四国でででで地震地震地震地震・・・・津波津波津波津波のののの様子様子様子様子がががが

書書書書かれたかれたかれたかれた一番古一番古一番古一番古いいいい碑碑碑碑。。。。



春日神社「敬渝碑（けいゆひ）」

• 安政南海地震(1854.12.24)の様子が
刻まれている

• 確認されている中では県内最北の地

所在地所在地所在地所在地 板野郡松茂町中喜来字牛飼野西板野郡松茂町中喜来字牛飼野西板野郡松茂町中喜来字牛飼野西板野郡松茂町中喜来字牛飼野西ノノノノ越越越越30303030 春日神社境内春日神社境内春日神社境内春日神社境内

建立建立建立建立 安政安政安政安政3333年年年年(1856)(1856)(1856)(1856)

• 確認されている中では県内最北の地
震・津波碑

• 「敬渝」とは「変をおろそかにしない」
という意味

• 「山は鳴り大地が揺れ、寺社や人家
が多く倒れ、水が噴き出し（液状化現
象）、火災も発生、津波により田や桑
畑は海のようになった。」、「さらに、
厳しい寒さが骨身に沁み、寝具、食
糧も無くて飢えていた。」などと
刻まれている



蛭子神社「百度石」

• 津波の際には船で逃げようとし
てはいけない

•

所在地所在地所在地所在地 徳島市南沖州徳島市南沖州徳島市南沖州徳島市南沖州１１１１－－－－２２２２ 蛭子神社境内蛭子神社境内蛭子神社境内蛭子神社境内

建立建立建立建立 文久元年文久元年文久元年文久元年(1861)(1861)(1861)(1861)９９９９月月月月 移転移転移転移転 平成平成平成平成15151515年年年年(2003)(2003)(2003)(2003)３３３３月月月月３３３３日日日日

（１８５４年安政南海地震）

• 冷静になって火を消すことも大
切である

• 百年後くらいには大地震が起き
るので気をつけること

などが刻まれている



津波とは



津波を知ろう

速い 高い

＊深いところではジェット機なみ
の速さ

＊海岸に近づくほど高くなる

＊６時間以上繰り返す



津波のようす
日本海中部地震

この津波では、遠足で海岸にいた
小学校四．五年生１３人が

津波にさらわれて命を落とした。



南海地震で起きる津波の高さ

6

8

10
2階建階建階建階建てのてのてのての家家家家とととと
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それぞれの市町で最も高い場所
の数値を採用しています
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第１波到達時間

一番遅いところでも４５分ぐらいで第１波が来るよ。
４５分の間に避難リュックを持って“津波避難場所”まで歩いて行けるかな？
あちこちで家が倒れたり、道路が傾いたりして、普段より時間がかかるよ。

0

5

10

15

20

25

30

35

鳴
門
市

松
茂
町

徳
島
市

小
松
島
市

阿
南
市

美
波
町

牟
岐
町

海
陽
町

第1波到達時間とは、水位が満潮位から２０㎝以上上昇するまでの時間を表しています。

学校学校学校学校のののの休休休休みみみみ時間時間時間時間のののの長長長長ささささ
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・もどらない

・海を見に行かない

高いところへ逃げる



地震による
土砂災害



土砂災害の種類

• がけ崩れ
突然、斜面が崩れ落ちる。
過去にがけ崩れのあった斜面の周囲は注意が必要。

• 地すべり

比較的緩やかな斜面で、一度に広い範囲がゆっくり比較的緩やかな斜面で、一度に広い範囲がゆっくり
と動き出す。大きな変化が見られないために初めは
気づかない場合もある。

• 土石流

渓流に溜まった土砂が、一気に下流へ押し流される。
自動車なみの速度で流れ、大きな破壊力を持つ。
上流が崩壊した渓流では特に注意が必要。



土砂に流された建物と建物内部

写真：消防防災博物館 災害写真データベースより
土石流土石流土石流土石流がががが通通通通ったったったった後後後後のののの建物内部建物内部建物内部建物内部

土石流土石流土石流土石流にににに押押押押しししし流流流流されたされたされたされた建物建物建物建物



土砂で寸断された道路と土砂ダム

写真：消防防災博物館 災害写真データベースより

道路道路道路道路がががが通行通行通行通行できなくなることでできなくなることでできなくなることでできなくなることで、、、、
集落集落集落集落がががが孤立孤立孤立孤立するするするする

土砂土砂土砂土砂でででで川川川川がせきがせきがせきがせき止止止止められてめられてめられてめられて、、、、水水水水がががが溜溜溜溜まるまるまるまる
いつあふれいつあふれいつあふれいつあふれ出出出出すかすかすかすか分分分分からないからないからないからない



土砂災害の前兆現象

�形の変化
・戸や障子の建てつけが悪くなる。
・家の中にひび割れができる。
・がけにひび割れができる。
・斜面からパラパラ小石が落ちてくる。

�音の変化
・木の根が切れる（裂ける）音がする。

�
・木の根が切れる（裂ける）音がする。
・地鳴りのような音がする。
・山から大音響（山鳴り）がする。

�水の変化
・斜面から水が湧き出る。
・小川の水量が急に増える、または減る。
・川や井戸の水が濁る。

�匂いの変化
・腐った土の匂いがする。
・生木が裂けた匂いがする。



早めの自主避難

• 前兆現象に気づいたり、大きな
揺れを感じたら、避難指示を待
たずに早めに避難するたずに早めに避難する

• 過去に土砂災害があった場所
や発生の条件を知っておく

• ハザードマップで危険箇所を調
べておく



地震から
命を守るために



地震でこんな事が起こる



・・・・家がたおれる

・・・・学校もたいへん！

家や学校では？

写真提供：末澤弘太

写真提供：神戸市写真提供：神戸市



かんばんやガラスかんばんやガラスかんばんやガラスかんばんやガラス、、、、カワラがおちてくるカワラがおちてくるカワラがおちてくるカワラがおちてくる

高いところから



へや

部屋の中では

・・・・家の中がめちゃめちゃに

・・・・食器やガラスがわれる

写真提供：毎日新聞社



電気電気電気電気、、、、 水道水道水道水道、、、、 ガスガスガスガス、、、、

がががが使使使使えなくなるえなくなるえなくなるえなくなる

電話電話電話電話、、、、

××××××××××××××××××××
××××
××××
××××



街や通学路では

・・・・道がでこぼこになる

写真提供：神戸新聞社

・・・・道がでこぼこになる

・火事がおこる・・・・ブロック塀が倒れる



• 津波がくる

山や海では？
• 山や崖が崩れる

•



身の守り方



低い姿勢で頭を守る

近くにあるもので
頭を守ろう



津波から身を守るには

・高いところへにげる

・もどらない

・海を見に行かない



早めの自主避難

• 前兆現象に気づいたり、大きな
揺れを感じたら、避難指示を待
たずに早めに避難するたずに早めに避難する

• 過去に土砂災害があった場所
や発生の条件を知っておく

• ハザードマップで危険箇所を調
べておく



家具を固定しよう

地震地震地震地震のときのときのときのとき、、、、ケガをしたケガをしたケガをしたケガをした原因原因原因原因はははは？？？？
家具等の
転倒・落下

ガラス・
鋭利物 合計

新潟県
中越地震

４１％ ８％ ４９％中越地震

宮城県
北部地震

５０％ １５％ ６５％

十勝沖地震 ３６％ １４％ ５０％

寝室と子ども部屋の
家具転倒率が
他の部屋より高い!!



非常持ち出し品を準備しよう

１１１１次持次持次持次持ちちちち出出出出しししし品品品品（（（（ひなんリュックひなんリュックひなんリュックひなんリュック））））
約１日生活するために必要なものを入れる

背負える袋に入れる（避難場所まで歩ける重さ）

２２２２次持次持次持次持ちちちち出出出出しししし品品品品（（（（備蓄品備蓄品備蓄品備蓄品））））

すぐすぐすぐすぐ取取取取りりりり出出出出せるせるせるせる場所場所場所場所にににに置置置置いていていていて、、、、家族全員家族全員家族全員家族全員でででで知知知知っておこうっておこうっておこうっておこう

２２２２次持次持次持次持ちちちち出出出出しししし品品品品（（（（備蓄品備蓄品備蓄品備蓄品））））
３日～１週間の食べ物や着替え、日用品など
水は１人１日３リットル
取り出しやすい所に分けて置く

電気電気電気電気、、、、ガスガスガスガス、、、、水道水道水道水道、、、、電話電話電話電話がががが使使使使えないときにえないときにえないときにえないときに備備備備えてえてえてえて何何何何をををを準準準準
備備備備しておけばいいかなしておけばいいかなしておけばいいかなしておけばいいかな？？？？



家族と話し合っておこう

家の中で一番安全な場所
家族が離れているときの集合場所
ひなんする道を決めておく（２つ以上）
ひなんカードを作っておく

避難カード

名前

保護者名

住所

電話

学校

ｱﾚﾙｷﾞｰ

薬


