
地震発生時（震度5弱以上）に安全が確認されたお宅や東海地震警戒
宣言が発表され、事前に避難するときは「安全確認旗」を巡視者が容易に
確認できるところに掲げましょう。自主防災組織、消防団、消防署及び
警察などの巡視者が旗を確認することにより無事であることを確認する
ものです。いざというときに、すばやく取り出せ、使用できるように
しておきましょう。

安全確認旗を掲示

※津波、山・崖崩れ等緊急を要する場合は避難を優先してください。
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御前崎市防災メールからの
お知らせ

件名：御前崎市防災メール気象警報・注意報

【警報情報】
07月14日17時 05分発表▼御前崎市
大雨警報発表

今後の気象情報に十分注意してください。

緊急地震速報
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警戒レベル３ 警戒レベル３ 警戒レベル4 警戒レベル4

避難行動判定フロー避難行動判定フロー

Our guide to natural disaster prevention preparedness in case of emergency!
Prevenção de desastre da minha casa. Prepare-se para uma emergência!

家庭における非常持出し品・備蓄品は、非常持出し袋などに入れて、いつでも持ち出せる場所に置きましょう。
「わが家の非常持出し品リスト」を作成し、定期的に点検を行ないましょう。

もしものときに
備えて!

Prepare and check inside the emergency bag
Prepare e verifique a bolsa para carregar em caso de emergência

家庭における非常持出し品・備蓄品をチェックしましょう！

１非常持出し品

２備蓄品

３あると便利な物

夜、寝ているときも 赤ちゃんのいる家庭では
身近な所に、懐中電灯、ラジオ、靴または

スリッパなどを置いておきましょう。（素足
では、割れたガラスでケガをします。）

ミルク、哺乳ビン、離乳食、スプーン、オムツ、
清浄綿、おぶい紐、バスタオルまたはベビー
毛布、ガーゼまたはハンカチなどを追加。

□携帯ラジオ □懐中電灯 □予備の乾電池 □ヘルメット・防災頭巾 □非常食（3日分） □飲料水 □ライター・マッチ □手ぶくろ

□ナイフ・かんきり □スプーン・はし・カップ □下着・くつ下 □救急薬品・常備薬 □現金（硬貨も） □タオル □ティッシュペーパー
トイレットペーパー

□筆記用具・ノート
（サインペンなど）

□雨具 □毛布または寝袋 □ビニール袋 □リュックサック □生理用品 □マスク □消毒液 □体温計

□飲料水

□ラップ類□ウエット
　ティッシュ

□保険証・
　免許証のコピー

□笛（ホイッスル） □ウォータータンク

□アイマスク
□耳栓

□バール・ジャッキ □テント □防寒シート

□バイク・自転車 □モバイルバッテリー□ヘッドライト □ポータブルストーブ□LEDランタン □携帯用カイロ

□食料品 □衣類 □卓上コンロ（ボンベ）
□ロープ □布製ガムテープなど

□ビニールシート
（敷いたり雨よけ）

□簡易トイレ

過去の大規模災害では、長引く避難生活の中で、さまざまなグッズが注目されました。

1人あたり1日3ℓの
水を3日分

7日分：うち調理不要
の非常食3日分程度

季節に応じジャンパー
など

できればノーパンク仕様

Protect yourself from tsunami  Devemos nos proteger do tsunami

〈0537〉85-1119TEL御前崎市 危機管理課発行 〈0537〉85-1143FAX

E - m a i l kikikanri@city.omaezaki.shizuoka.jpH P http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp

海岸付近にいるとき
速やかに高台か丈夫な建物の上層階に避難

Protect yourself from storms, floods and landslides
Proteja-se de tempestades, inundações e deslizamentos de terra

高台に避難 海岸や河口には
絶対に近づかない

建物の上層階に避難

強い揺れや
長い時間の揺れを感じたら…

津波警報・注意報が発表されたら…
（揺れを感じなくても）

豪雨・台風により数十年に 1 度の降雨量と
なる大雨。

雨による大規模災害の発生する恐れが強く、
厳重な警戒が必要。

マンホールから水が噴出する。土石流が起
こりやすく厳重な警戒が必要。

平 坦 地：3時間雨量70mm
平坦以外：1時間雨量40mm

大雨注意報
平 坦 地：3時間雨量110mm
平坦以外：1時間雨量 60mm

大雨警報
特別警報

高速走行時、車輪と水膜が生じブレーキが効
かなくなる。（ハイドロプレーニング現象） 30以上～50未満

ワイパーを速くしても見づらい。20以上～30未満

ほとんどの津波は海域での地震が原因で発生します。海のそばにいて地震の揺れを感じたら、すぐに高台か丈夫な建物の
上層階に避難してください。津波が来てしまっては、走っても逃げ切れません。絶対に海に近づかないでください。

１）南海トラフ地震臨時情報について
・頭を保護し丈夫な
　机の下などに隠れる
・あわてて外へ飛び出さない
・無理して火を消そうとしない

・係員の指示に従う
・落ちついて行動
・あわてて出口に
　走り出さない

家庭では

・つり皮、手すりにしっかりつかまる
鉄道・バス乗車中は

・あわててスピードをおとさない
・ハザードランプを点灯し、
　まわりの車に注意を促す
・急ブレーキはかけず、
　穏やかに速度をおとす
・大きな揺れを感じたら、
　道路の左側に停止

自動車運転中は

・最寄の階で停止させすぐに降りる
エレベーターでは

・落石や崖崩れに注意
山や崖付近では

人がおおぜいいる施設では

・ブロック塀の倒壊等に注意
・看板や割れたガラスの
　落下に注意
・丈夫なビルのそばであれば
　ビルの中に避難

屋外（街）では

引き波があるとは限らない
過去の被害でも、押し波から始まったケースが

あります。引き波がきたら逃げようと、間違っても
海を見に行ってはいけません。

第二波以降にも注意
一度、波が来たからと安心してはいけません。

場合によっては、第二波、第三波のほうが大きい
ことがあります。

情報収集は安全な場所へ移動してから
情報を待っていては遅い場合があります。
情報収集は安全な場所に移ってから。

50㎝の高さでも危険
過去、50㎝の津波で海に引き込まれて、行方

不明になったケースがあります。
高さだけで甘く見てはいけません。

市長が、必要と認める地域の居住者
等に対し、避難に時間のかかる（災害
時）要配慮者とその支援者に、立ち
退き避難を促す情報。また、その他の
人に対しては、立ち退き避難の準備を
整えるとともに、以後の防災情報に
注意を払い、自発的な避難を開始
することを促す。

市長が、必要と認める地域の居住者
等に対し、避難のための立ち退きまたは
屋内安全の確保を勧告すること。

市長が、急を要すると認めるときに、
必要と認める地域の居住者等に対し、
避難のための立ち退きまたは屋内
安全の確保を指示すること。
津波災害については、立ち退き

避難を促す。

避難指示避難指示
（緊急）（緊急）

避難勧告避難勧告

避難準備・
高齢者等避難開始
避難準備・

高齢者等避難開始

緊急性

緊急性 高い

非常用持ち出し袋の備えと点検を！日頃の準備が自分や家族を守る！非常用持ち出し袋の備えと点検を！日頃の準備が自分や家族を守る！

津波から身を守る津波から身を守る

南海トラフ地震～その時の備え～南海トラフ地震～その時の備え～ 風水害・土砂災害から身を守る風水害・土砂災害から身を守る

わが家防の 災わが家防の 災

★時間差で発生する巨大地震に備えましょう（南海トラフ地震臨時情報）
南海トラフ地震の発生可能性が通常と比べ相対的に高まったと評価された場合に、気象庁から「南海トラフ臨時情報」
が発表されます。

南海トラフ地震臨時情報とは

地震発生後の防災対応の流れ

南海トラフ地震
臨時情報

調査中

巨大地震警戒

巨大地震注意

調査終了

■南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な
地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合

■観測された異常な現象の調査結果を発表する場合

（発表条件）

■観測された異常な現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査
を開始した場合、または調査を継続している場合

■南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてM8.0以上の地震が発生
したと評価した場合

■巨大地震警戒、巨大地震注意のいずれにも当てはまらない現象と評価した場合

■南海トラフ地震の想定震源域内のプレート境界においてM7.0以上、M8.0未満の
地震が発生したと評価した場合

■想定震源域のプレート境界以外や、想定震源域の海溝軸外側50㎞程度までの範囲
でM7.0以上の地震が発生したと評価した場合

■ひずみ計等で有意な変化として捉えられる、短い時間にプレート境界の固着状態
が明らかに変化しているような通常とは異なるゆっくりすべりが観測された場合
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南海トラフ地震臨時情報（調査中）

南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震警戒）

防災対応をとる必要あり 必要なし
プレート境界のM8.0 以上の地震

（※１）
M7.0 以上の地震

（※２）
ゆっくりすべり

（※３）
それ以外

発生から5分～30分後

２
時
間
程
度
〜
１
週
間※

南海トラフの想定震源域またはその周辺で
M6.8以上の地震が発生

南海トラフの想定震源域のプレート境界面で
通常とは異なるゆっくりすべりが発生した可能性

・警戒措置を解除し、さらに１週間、地震への注意措置をとる。

国からの呼びかけ等に従って行動を

※
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南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震注意）

南海トラフ地震臨時情報
（調査終了）

１
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間
〜

　
２
週
間
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〜

■日頃からの地震への備えを再確認する等
■津波からの避難が間に合わない一部の
地域では引き続き1週間避難を継続

■日頃からの地震への備えを
再確認する等

■日頃からの地震への備えを再確認する等

■地震の発生に注意しながら通常の生活を
送る。ただし、大規模地震が起きる可能性
がなくなったわけではないことに留意

■通常の生活。ただし、大規
模地震が起きる可能性がな
くなったわけではないこと
に留意

■地震の発生に注意しながら通常の生活を送る。ただ
し、大規模地震が起きる可能性がなくなったわけで
はないことに留意

※１　想定震源域のプレート境界でM8.0 以上の地震が発生
※２　想定震源域、またはその周辺でM7.0以上の地震が発生（ただし、プレート境界の
M8.0 以上の地震を除く）

※３　住民が揺れを感じることがない、プレート境界面のゆっくりとしたずれによる地殻変
動を観測した場合など

※「南海トラフ地震ーその時の備えー」令和元年 6 月発行内閣府パンフレットより抜粋

令和3年2月作成
発行数 20,000

このメール配信システムは携帯電話やパソコンの電子メールを利用して、登録者に地震情報や
津波警報、気象警報等を自動配信するシステムです。災害への備えとして是非ご利用ください。
また、御前崎市防災メールは、LINEの御前崎市公式アカウントと連携しています。

防災メール登録方法防災メール登録方法

情報の種類 メール配信対象データ 条　件 地　域 配信内容

地震情報 市町村震度情報 震度 3以上 御前崎市内 御前崎市内に震度 3以上の地震が発生し
た場合に配信されます。

津波警報・注意報 大津波警報、津波警報、津波
注意報

発表・解除・
切替え 静岡県沿岸

静岡県に津波注意報、津波警報、大津波
警報が発表および解除された場合に配信
されます。

気象警報・注意報

気象特別警報（大雨、暴風、
暴風雪、大雪、波浪、高潮）、
気象警報（大雨、洪水、暴風、
暴風雪、大雪、波浪、高潮）、
注意報（大雨、洪水、大雪、
強風、風雪、波浪、高潮、濃霧、
雷、乾燥、なだれ、着氷、着雪、
融雪、霜、低温）

発表・解除・
切替え 御前崎市内

御前崎市内に気象特別警報（大雨、暴風、
暴風雪、大雪、波浪、高潮）、気象警報（大
雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮）、
注意報（大雨、洪水、大雪、強風、風雪、
波浪、高潮、濃霧、雷、乾燥、なだれ、着氷、
着雪、融雪、霜、低温）が発表および解除
された場合に配信されます。

気象警報
気象特別警報（大雨、暴風、
暴風雪、大雪、波浪、高潮）、
気象警報（大雨、洪水、暴風、
暴風雪、大雪、波浪、高潮）

発表・解除 御前崎市内

御前崎市内に気象特別警報（大雨、暴風、
暴風雪、大雪、波浪、高潮）、気象警報（大雨、
洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮）
が発表および解除された場合に配信され
ます。(警報のみの配信で注意報は配信さ
れません。）

土砂災害警戒情報 土砂災害警戒情報 発表・解除 御前崎市内 御前崎市内に土砂災害警戒情報が発表お
よび解除された場合に配信されます。

記録的短時間大雨情報 記録的短時間大雨情報 発　表 静岡県 静岡県に記録的短時間大雨情報が発表さ
れた場合に配信されます。

竜巻注意情報 竜巻注意情報 発　表 静岡県 静岡県に竜巻注意情報が発表された場合
に配信されます。

※その他、市が発令する避難勧告・避難指示の情報や、防犯情報、行方不明者情報の配信を選択できます。

情報の種類 メール配信対象データ 条　件 地　域 配信内容

地震情報 市町村震度情報 震度 3以上 御前崎市内 御前崎市内に震度 3以上の地震が発生し
た場合に配信されます。

津波警報・注意報 大津波警報、津波警報、津波
注意報

発表・解除・
切替え 静岡県沿岸

静岡県に津波注意報、津波警報、大津波
警報が発表および解除された場合に配信
されます。

気象警報・注意報

気象特別警報（大雨、暴風、
暴風雪、大雪、波浪、高潮）、
気象警報（大雨、洪水、暴風、
暴風雪、大雪、波浪、高潮）、
注意報（大雨、洪水、大雪、
強風、風雪、波浪、高潮、濃霧、
雷、乾燥、なだれ、着氷、着雪、
融雪、霜、低温）

発表・解除・
切替え 御前崎市内

御前崎市内に気象特別警報（大雨、暴風、
暴風雪、大雪、波浪、高潮）、気象警報（大
雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮）、
注意報（大雨、洪水、大雪、強風、風雪、
波浪、高潮、濃霧、雷、乾燥、なだれ、着氷、
着雪、融雪、霜、低温）が発表および解除
された場合に配信されます。

気象警報
気象特別警報（大雨、暴風、
暴風雪、大雪、波浪、高潮）、
気象警報（大雨、洪水、暴風、
暴風雪、大雪、波浪、高潮）

発表・解除 御前崎市内

御前崎市内に気象特別警報（大雨、暴風、
暴風雪、大雪、波浪、高潮）、気象警報（大雨、
洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮）
が発表および解除された場合に配信され
ます。(警報のみの配信で注意報は配信さ
れません。）

土砂災害警戒情報 土砂災害警戒情報 発表・解除 御前崎市内 御前崎市内に土砂災害警戒情報が発表お
よび解除された場合に配信されます。

記録的短時間大雨情報 記録的短時間大雨情報 発　表 静岡県 静岡県に記録的短時間大雨情報が発表さ
れた場合に配信されます。

竜巻注意情報 竜巻注意情報 発　表 静岡県 静岡県に竜巻注意情報が発表された場合
に配信されます。

※その他、市が発令する避難勧告・避難指示の情報や、防犯情報、行方不明者情報の配信を選択できます。

情報の種類 メール配信対象データ 条　件 地　域 配信内容

地震情報 市町村震度情報 震度 3以上 御前崎市内 御前崎市内に震度 3以上の地震が発生し
た場合に配信されます。

津波警報・注意報 大津波警報、津波警報、津波
注意報

発表・解除・
切替え 静岡県沿岸

静岡県に津波注意報、津波警報、大津波
警報が発表および解除された場合に配信
されます。

気象警報・注意報

気象特別警報（大雨、暴風、
暴風雪、大雪、波浪、高潮）、
気象警報（大雨、洪水、暴風、
暴風雪、大雪、波浪、高潮）、
注意報（大雨、洪水、大雪、
強風、風雪、波浪、高潮、濃霧、
雷、乾燥、なだれ、着氷、着雪、
融雪、霜、低温）

発表・解除・
切替え 御前崎市内

御前崎市内に気象特別警報（大雨、暴風、
暴風雪、大雪、波浪、高潮）、気象警報（大
雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮）、
注意報（大雨、洪水、大雪、強風、風雪、
波浪、高潮、濃霧、雷、乾燥、なだれ、着氷、
着雪、融雪、霜、低温）が発表および解除
された場合に配信されます。

気象警報
気象特別警報（大雨、暴風、
暴風雪、大雪、波浪、高潮）、
気象警報（大雨、洪水、暴風、
暴風雪、大雪、波浪、高潮）

発表・解除 御前崎市内

御前崎市内に気象特別警報（大雨、暴風、
暴風雪、大雪、波浪、高潮）、気象警報（大雨、
洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮）
が発表および解除された場合に配信され
ます。(警報のみの配信で注意報は配信さ
れません。）

土砂災害警戒情報 土砂災害警戒情報 発表・解除 御前崎市内 御前崎市内に土砂災害警戒情報が発表お
よび解除された場合に配信されます。

記録的短時間大雨情報 記録的短時間大雨情報 発　表 静岡県 静岡県に記録的短時間大雨情報が発表さ
れた場合に配信されます。

竜巻注意情報 竜巻注意情報 発　表 静岡県 静岡県に竜巻注意情報が発表された場合
に配信されます。

※その他、市が発令する避難勧告・避難指示の情報や、防犯情報、行方不明者情報の配信を選択できます。

1．空メールを送ってください
①omaezaki-entry@tokyoanpi.sbs-infosys.comへメールを送ってください。
②右のQRコードからメールアドレスを読み取ることも可能です。
2．返信メールを受信します
①空メールを送信いただくと、「御前崎市防災メール登録・変更のご案内」というメールが届きます。
②「返信メールが届かない」という方は… 
◆迷惑メール対策などで受信拒否設定・ドメイン指定受信などを設定している場合は、
「tokyoanpi.sbs-infosys.com」のドメインからのメールを受信可能にしてください。設定方法
は、お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧いただくか、各携帯電話会社へお問い合わせください。 
3．登録・変更用サイトにアクセスしてください
①「登録・変更のご案内」メールに記載されたURLをクリックし、登録・変更用サイトへアクセスし
てください。 
4．登録
①登録画面が表示されたら、「利用規約」をご確認いただき、配信を希望する情報を選択してください。
②大分類（防災情報・防犯情報）を選択すると、小分類（地震情報、津波警報・注意報等）の選択へ
移動します。

③小分類で配信を希望する小分類にレ点を入れてください。選択が終わったら「登録画面へ」のボタ
ンをクリックしてください。大分類選択画面へ戻ります。

④複数の大分類を選択する場合は、①から③の手順を繰り返して選択してください。
5．配信を希望する情報の選択が終わったら［居住地域］を選択してください 
6．［居住地域］を選択したら「登録・変更」のボタンをクリックしてください 
7．内容の確認
①確認画面が表示されますので、内容を確認してください。
②よろしければ、「登録」ボタンをクリックしてください。
8．完了メールを受信します 
①登録完了のメールが届けば登録完了です。　◆配信の選択を変更する場合も同じ手順となります。

災害時の備え　御前崎市防災メール災害時の備え　御前崎市防災メール 初期避難の心得　周囲の状況に応じてあわてずにまず身の安全を確保する！

災害・防災情報が確認しやすいWEBサイトとアプリ

気象庁
災害情報
WEBサイト

https://www.data.jma.go.jp/multi/index.html?lang=jphttps://www.data.jma.go.jp/multi/index.html?lang=jp

災害が起こったら確認災害が起こったら確認

平時に確認平時に確認
Yahoo!ＪＡＰＡＮ
防災速報

APP

台風・豪雨時に備えハザードマップ
と一緒に「避難行動判定フロー」を
確認しましょう。

LINE公式アカウント

内閣府防災

津波フラッグ

津波警報等が発表されたことを
お知らせする合図です。
この旗を見たらすぐに避難しま
しょう。

危
険
度

低
い

高
い

警戒レベル 私たちが取るべき行動 行動を促す情報
（行政からの情報）

防災気象情報
（気象庁が発表する情報）

警戒レベル５ 命を守る最善の行動 災害発生情報
（できる範囲で発表される）

指定河川洪水予報
土砂災害警戒情報

警報
危険度分布など

警戒レベル４ 危険な場所から全員退避 避難勧告、避難指示（緊急）

警戒レベル３ 危険な場所から高齢者などは避難
（他の住民は準備）

避難準備・高齢者などは
避難開始

警戒レベル２ 避難行動の確認 注意報

警戒レベル１ 心構えを高める 警報級の可能性

警戒レベル 私たちが取るべき行動

警戒レベル５ 既に災害が発生している状況で、命を守るための最善の行動をする。

警戒レベル４
広域避難所などへの避難行動を開始する。
災害が発生する恐れが非常に高い状況。避難所などへの避難が、かえって危険と自身が判断する
場合は、近隣の安全な場所への避難や建物内のより安全な場所へ移動する。

警戒レベル３ 避難に時間のかかる高齢者などの要支援者は避難行動を開始する。その他の人は避難の準備を開
始し、自発的に避難する。

警戒レベル２
ハザードマップや防災情報などで、避難場所や避難経路、避難のタイミングを再確認。情報
収集手段も確認し、避難に備え準備する。
【情報収集】気象庁H P、サイポスレーダー（ 県サイト）、地上デジタルテレビのデータ放送など

警戒レベル１ 防災気象情報などの最新情報に注意する。

【災害警戒レベル情報表】
　警戒レベル１ ・２ ▶ 気象庁発表、警戒レベル３ 以上▶ 御前崎市が発表

【災害警戒レベル別に応じた私たちが取るべき行動】

危
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度

低
い

高
い

Protect Yourself from earthquakes  Devemos nos proteger do terremoto
地震から身を守る地震から身を守る

●テーブルやベッドなど頑丈な
家具の下にもぐりこみます。
●座布団やクッションで頭をカバーします。

1 まず、身の安全を

●「火を消せ！」と大声で叫ぶことも
大切です。
●普段から、習慣づけが必要です。

●特に鉄筋コンクリートの建物内に
いるときは、ドアなどを閉めた
ままにしておくと変形して開か
なくなることがあります。

2 すばやく火の始末

●居住地の自然環境を良く知って
おくことが大切です。
●がけ崩れ等により、危険が差し迫れば避難勧告が
発令されます。行政の広報とマスコミの情報に
注意してください。

6 がけ崩れに注意

●海岸の近くで地震を感じたら、
高台に逃げます。

7 津波に注意

3 非常脱出口を確保

●119 番通報は、あわてずに、
落ち着いて。
●火の小さいうちに、勇気を
もって初期消火に当たりま
す。（火が天井面に移る前に）
●消火器は必ず設置しておきましょう。

4 火が出たら「119」
→すぐ消火

5 狭い路地やブロック塀、
がけや川べりには
近づかない

●避難先をメモで張り出しておきます。
●住んでいる所に危険が差し迫ったときに避難を
開始します。それまでは、消火活動等のできる
人は、消火作業を行います。

8 避難は徒歩、
荷物は最小限度に

●お年寄りや身体の不自由な人、
ケガ人などに声をかけ、みんなで
助け合いましょう。

9 協力し合って消火・救出・救護

●うわさやデマに振り回されない
ようにしましょう。
●地震直後に、携帯ラジオがない場合、マイカーの
カーラジオを利用するのも一つの方法です。

10 正しい情報をつかみ、
デマに惑わされない

震度７ 自分の意思で行動できなくなります。大きな地割れや地すべり、山崩れが発生します。

震度６強 這
は
わないと動くことができません。重い家具のほとんどが倒れ、戸が外れて飛びます。

震度６弱 立っていることが難しく、壁のタイルや窓ガラスが壊れ、ドアが開かなくなります。

震度 5強 タンスなどの重い家具が倒れたり、自動販売機が倒れることもあります。

震度 5弱 家具が動いたり、食器や本が落ち、窓ガラスが割れることもあります。

震度 4 眠っている人のほとんどが目を覚まします。歩行中の人も揺れを感じます。

震度 3 棚の食器が音をたてることがあります。

震度 2 屋内にいる人の多くが揺れを感じます。

震度 1 屋内にいる人で揺れを感じる人もいます。

震度 0 人は揺れを感じません。

【地震の揺れと被害想定】
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必ずしも市が指定した避難地に避難しなければならないということではありません。
安全な親戚・知人宅に避難する「縁故避難」も家族の負担を減らす一助となることがあります。

どこに避難する？

気象情報では、よく「1時間の雨量○」という表現が出てきます。そのときの雨の
強さが具体的にはどのようなものなのか、イメージしてみましょう。雨の強さと降り方雨の強さと降り方

市内の同報無線で流れた直近の放送内容を次の電話番号で確認できます。

が出たら、安全な親戚
や知人宅に避難しま
しょう。（日頃から相談
しておきましょう。）

が出たら、市区町村が
指定している指定緊急
避難場所に避難しま
しょう。

が出たら、安全な親戚
や知人宅に避難しま
しょう。（日頃から相談
しておきましょう。）

が出たら、市区町村が
指定している指定緊急
避難場所に避難しま
しょう。

台風・豪雨時に備えて防災マップと一緒に
「避難行動判定フロー」を確認しましょう
台風・豪雨時に備えて防災マップと一緒に
「避難行動判定フロー」を確認しましょう

「自らの命は自らが守る」意識を持ち、
自宅の災害リスクととるべき行動を
確認しましょう。

「自らの命は自らが守る」意識を持ち、
自宅の災害リスクととるべき行動を
確認しましょう。

マップ表面で自分の家がどこにあるか
確認し、印をつけてみましょう。

※内閣府防災ホームページより抜粋

これだけは知っておこう～命を守る知恵～

※いずれも気象庁資料を参考にして作成

1
時
間
雨
量

0537-85-1179同報無線確認ダイヤル同報無線確認ダイヤル

友だちを追加▶

ダウンロードはこちら▶

WEB

災害時情報提供アプリ
Safety tips

AndroidiOS

APP
ダウンロードはこちら▶

AndroidiOS

災害に備え、事前に入れておきたい無料アプリ災害に備え、事前に入れておきたい無料アプリ

■ 多言語対応■ 多言語対応

災害が起こる前に、地震・豪雨・津波
などの情報をプッシュ通知でお知らせ
します。通知のON・OFFも設定可能。

観光庁監修のもと開発された、日本国
内における緊急地震速報や津波警報、
噴火速報、特別警報、熱中症情報、国
民保護情報を通知する無料アプリです。

緊急地震速報や
避難情報も

いちはやくお知らせ！


