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第２章 市の概況と災害の想定 

第１節 市の概況 

第１ 位置・地勢 

紀の川市は、和歌山県の北部に位置し、北に和泉山脈、南に紀伊山地を控える総面積228.21 

k㎡の市である。 

和歌山県庁から20ｋｍ圏にあり、紀の川やその支流の貴志川に沿って平地と河岸段丘上の丘

陵地が発達しており、宅地や農地として利用されている。一方、和泉山脈には、標高858ｍの和

泉葛城山などが、紀伊山地には標高756ｍの龍門山（紀州富士）などがそびえるが、いずれも低

山地帯ながらも急峻で、土砂災害の警戒を要する箇所も多く存在している。 

紀の川市の位置・地勢 

※国土地理院地図に紀の川市の５地域境、５地域名を加えた。
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第２ 気候 

気候は、年間を通じ比較的温暖で、梅雨前線や秋雨前線、台風による降雨が多いものの、盛

夏時には晴天が続く日が多い瀬戸内式気候である。このため、農業用水の枯渇を防ぐため、た

め池が多い。冬季は、日本海側に降雪をもたらす北西からの季節風の影響により、降雨・降雪

は少ない。 

また、市域の南部の山あいは、紀伊山地で発達する雨雲の影響を受け、平野部より多雨であ

る。 

第３ 人口 

住民基本台帳によると、令和３年３月31日現在の本市の人口は60,878人で、地域別では貴志

川地域が19,329人と多い。また、75歳以上の市民が10,000人以上にのぼる。 

住民基本調査人口（令和３年３月31日現在） （単位：人） 

総数 ０～14 歳 15～64 歳 65～74 歳 75～84 歳 85 歳以上 

打田地域 15,736 2,182 9,005 2,281 1,453 815 

粉河地域 12,251 1,079 6,430 2,164 1,572 1,006 

那賀地域 6,698 601 3,502 1,270 806 519 

桃山地域 6,864 759 3,726 1,087 768 524 

貴志川地域 19,329 2,109 11,360 3,143 1,861 856 

紀の川市計 60,878 6,730 34,023 9,945 6,460 3,720 

第４ 土地利用と交通条件 

本市は、紀の川右岸（北側）にまとまった平野があり、国道24号とＪＲ和歌山線が通り、打

田地域、粉河地域、那賀地域の宅地がそれぞれ形成されている。 

紀の川左岸（南側）は、右岸と比べると平坦部は少ないが、貴志川との合流部ではまとまっ

た平野となっている。この平野は、貴志川に沿って南に延び、桃山地域、貴志川地域にも宅地

を形成している。貴志川地域は、和歌山電鐵貴志川線で和歌山駅と結ばれていることから宅地

開発が進み、特に西山口駅西側では大規模な住宅団地が整備されている。 

道路は、京奈和自動車道、国道24号、424号、480号、県道７号粉河加太線、県道10号岩出野

上線、県道13号和歌山橋本線、府県道62号泉佐野打田線などが幹線道路網を形成している。ま

た、南部山間地の鞆渕地区には県道３号かつらぎ桃山線でアクセスする。 

橋梁は、紀の川を渡る６橋、貴志川を渡る６橋を災害時にも不通区間の解消を図ることが重

要である。 

また、本市は農業用ため池が多く、その決壊にも留意していく必要がある。 
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第５ 災害の履歴 

本市に関係する主な災害の履歴は、次のとおりである。 

１ 風水害（戦後） 

(1) ジェーン台風

昭和25年台風第28号。県内の死者・行方不明者48名。和歌山市で最低気圧962hPa、最大風

速36.5m/s（最大瞬間風速46.0m/s）を観測した風台風で、海岸部を中心に建物倒壊、高潮に

よる浸水をもたらした。現紀の川市域でも、丸栖小学校校舎の被害が記録されている。 

(2) 七・一〇水害

昭和27年７月10日～11日の梅雨前線による豪雨。県内の死者・行方不明者16名。和歌山市

の期間雨量406.4mm。現紀の川市域でも、粉河町などで水害の発生が記録されている。 

(3) 七・一八水害（南紀豪雨）

和歌山県史上最悪の気象災害。昭和28年の７月18日前後の集中豪雨に起因する水害で、県

内の死者・行方不明者1,047名。現紀の川市域では、貴志川流域の被害が大きく、貴志川町と

桃山町で堤防が決壊して洗掘箇所が１ｈａに達した。 

(4) テス台風

昭和28年台風第13号。全国の死者・行方不明者数は戦後第５位の478名。七・一八水害の応

急復旧箇所の多くが破壊された。船戸量水標の水位が6.68ｍと当時の過去最高記録となった

（現在の船戸水位観測所のはん濫危険水位は7.00ｍ）。 

(5) 伊勢湾台風

昭和34年台風第15号。明治以降の日本における台風の災害史上最悪の惨事で、愛知県、三

重県を中心に全国の死者・行方不明者5,098名（県内17名）。現紀の川市域の紀の川、貴志川

で広範囲に洪水が発生した。 

(6) 第２室戸台風

昭和36年台風第18号。県内の死者・行方不明者16名。和歌山市で最低気圧939hPa、最大風

速35m/s（最大瞬間風速56.7m/s）を観測した風台風で、大阪に甚大な高潮被害をもたらした。

現紀の川市域では農作物被害が大きかった。 

(7) 昭和40年台風第23号、第24号

室戸岬で日本の観測史上最も強い最大風速69.8m/sを観測した台風。（台風第23号）紀の川

水系でも床上浸水398戸、床下浸水3,588戸の被害を生じた。（台風第24号） 

(8) 昭和47年台風第20号

潮岬付近に上陸した伊勢湾台風類似の台風。紀の川水系でも床上浸水22戸、床下浸水2,362

戸の被害を生じた。 

(9) 昭和57年７月～８月豪雨

梅雨前線と台風第９号からかわった低気圧、台風第10号により、近畿一円に水害が発生。

紀の川流域で死者・行方不明者７名、床上浸水99戸など。船戸量水標の水位7.04ｍ。 

(10) 平成２年台風第19号

中心気圧945hPaで白浜町付近に上陸した台風。紀の川流域で家屋全半壊８戸、床上浸水98

戸、床下浸水202戸の被害を生じた。 
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(11) 平成13年６月豪雨

梅雨前線が停滞し、貴志川、野田原川、真国川流域で合わせて床上浸水20戸、床下浸水64

戸の被害が生じた。 

(12) 平成16年台風第23号

近畿地方北部を中心に、全国で紀伊半島大水害と同数の98名の死者・行方不明者が出た台

風（県内２名）。 

(13) 平成23年台風第12号（紀伊半島大水害）

紀伊半島中南部の広い範囲で総雨量が1,000mmを超え、県内で61名の死者・行方不明者が出

た台風。熊野川、日置川などの上流域で深層崩壊によるせき止め湖が17箇所でき、孤立集落

が多く発生した。紀の川、貴志川流域でも合わせて200戸以上が浸水した。 

(14) 平成25年台風第18号

初めて特別警報が発表（京都府、滋賀県、福井県）された台風。豊橋市付近に上陸。紀の

川水系では床上浸水12戸、床下浸水39戸。 

(15) 平成26年台風第11号

三重県に大雨特別警報が発表され、高知県安芸市付近に上陸した台風。貴志川が氾濫し、

紀美野町から本市にかけて20ｈａ浸水し、床下浸水２戸が発生した。 

(16) 平成29年台風第21号

中心気圧950hPaの「超大型」を維持した状態で静岡県に上陸した台風。本市でがけ崩れが

３件起き、１名死亡（全国の死亡者数８名）。また、貴志川支流の水があふれ市内で100棟以

上が浸水した。 

(17) 平成30年台風第21号

和歌山市で最大風速39.7m/s（最大瞬間風速57.4m/s）を観測した風台風で、全国の死者14

名。関西国際空港で高潮による滑走路全域の浸水、空港連絡橋へのタンカーの衝突が発生し

た。本市では停電に伴う断水や、強風による建物の破損、農業被害などが生じた。 
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※東京大学地震研究所 宇佐美龍夫による

２ 地震 

(1) 宝永地震

宝永４年（1707年10月28日）に発生した歴史上日本最大級と推定されている地震。南海ト

ラフのほぼ全域にわたってプレート間の断層が破壊され、マグニチュードは8.4～9.3、現紀

の川市域の震度は５～６と推定される。現紀の川市域の被害の詳細は明らかではないが、大

阪平野や奈良盆地で建物倒壊の記録がみられることから、相応の被害があったと考えられ

る。 

宝永地震の推定震度分布 
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※東京大学地震研究所 宇佐美龍夫による 

(2) 安政南海地震 

嘉永７年（1854年12月24日）に紀州灘を震源に起きたマグニチュード8.4クラスの南海地

震で、遠州灘を震源とする同規模の東海地震の翌日に起きた。和歌山で震度５～６、粉河で

震度４～５と推定される。この時の津波被害を教訓に、現広川町に高さ５ｍの広村堤防が築

かれ、のちの津波の被害軽減につながった。 

 

安政南海地震の推定震度分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 昭和東南海地震 

昭和19年12月７日に、熊野灘を震源として発生したマグニチュード7.9の地震。津市などで

震度６、和歌山市で震度４。建物の倒壊と勝浦で４～５ｍを記録した津波により、死者・行方

不明者は1,000名以上に及んだ。 

(4) 昭和南海地震 

昭和21年12月21日に、潮岬沖を震源としたマグニチュード8.0の地震。熊野市などで震度６、

和歌山市で震度５。死者・行方不明者1,443名。紀伊水道沿岸で４～６ｍの津波を記録し、新

宮市、海南市などで甚大な被害を出した。 

 

３ 渇水 

夏季に紀の川水系で降雨量が少ない年は、渇水が生じている。特に、平成６年５月～８月に

は、取水制限延99日間、最大取水制限率75％、紀の川の瀬切れ発生25日間の渇水が生じた。 
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第２節 被害想定 

第１ 風水害・土砂災害 

本市を含む紀伊半島は、大型台風や温暖前線の活動により、暴風雨による風水害、土砂災害

がしばしば発生している。 

特に、紀の川上中流域は、日本有数の多雨地帯であり、下流域である本市での河川水位が上

昇し、越水や堤防の決壊、合流部でのバックウォーター現象、内水滞留などが生じ、宅地や農

地が浸水することが想定される。 

また、線状に次々と発生する積乱雲が、ほぼ同じ場所を通過又は停滞する「線状降水帯」の

影響などにより、短時間集中豪雨が起こり、上中流域の降水量が少なくても、水害や土砂災害

が想定される。 

さらに、ため池の堤防の越水や決壊も想定される。 

第２ 地震 

本市では、プレート型の南海トラフ地震と、中央構造線断層帯での直下型地震で被害が想定

される。 

和歌山県が、南海トラフ地震は平成26年に、中央構造線断層帯は平成18年に、被害想定を行っ

ており、これによると、中央構造線断層帯地震で五条谷区間、根来区間など複数の区間が連動

した場合に、本市では震度７の揺れが予想され、地震動や火災、液状化、がけ崩れなどにより、

600人以上の死者が出るものとされている。 

なお、南海トラフ沿いでは、1854年の安政東海地震・安政南海地震では約32時間の間隔を置

いて発生している。また、東北地方太平洋沖地震や熊本地震においても、先に発生した地震で

大きな被害を受けた後、時間を置いて再び大きな地震被害が生じており、時間差で発生する複

数回にわたる被災も想定する。 

和歌山県による本市の地震被害想定 

南海トラフ地震 中央構造線断層帯地震 

震源・震源域 駿河トラフから南海トラフの海岸域 
淡路島南沖から奈良県境付近の複数の区
間が連動 

地震の規模 Mw9.1 M8.0 

震源断層の深さ 10～30 ㎞ ４～14 ㎞ 

紀の川市の震度 ６強 平地で７、山間部で６弱 

紀の川市の死者数 53 人 653 人 

紀の川市の負傷者数 882 人（うち重傷者 82 人） 977 人 

紀の川市の全壊棟数 1,200 棟 11,771 棟 

紀の川市のピーク時 
避難所生活者数 

4,400 人 26,715 人 

※いずれも、季節や時間帯ごとにいくつかのシミュレーションをした最大値である。

注）Mw：モーメントマグニチュード M:マグニチュード 


