
はん濫の発生

避難判断水位

はん濫注意水位

水防団待機水位

はん濫危険水位

・市および住民は、新たにはん濫が及ぶ区域で避難の判断が必要

・住民の避難完了

・市は避難勧告等の発令を判断
・住民は避難を判断

 避難勧告の発令

・市は避難準備情報発令（要救護者避難情報）を判断
・住民ははん濫に関する情報に注意
・水防団出動 

 避難準備・高齢者等避難開始情報の発令

・水防団待機

レベル 水位 市や住民に求める行動
5
4

（危険）

3
（警戒）

2
（注意）

1

内水はん濫

外水はん濫

強い雨が広範囲に、長時間続くときに、洪水災害が発生する危険性が高まります。
発生のメカニズムを知り、堤防決壊の前兆に注意しましょう！

洪水とは大雨によって、川の水の
量がふだんより、いちじるしく増え
た状態をいいます。河原へ行くと
広い敷地のわりに細い川しか流
れていませんがそれがふだんの
姿です。
ところが川幅いっぱいに水がおし
よせると、広い河原も水の下にか
くれて見えません。このように異
常に水が増えたときを「洪水」とい
います。

はん濫とは、雨などによって、
街や農地などに水があふれる
ことで、川から水があふれるこ
とを「外水はん濫」といいます。
川から水があふれたのではな
く、街や農地に降った雨がその
ままたまってあふれることを
「内水はん濫」といいます。

右記のような前触れに注意して、
危険を感じたら速やかに

避難しましょう。

●堤防の川側が崩れ始めたとき
●水かさが増し、堤防に亀裂が生じたとき
●堤防の側面から水が漏れ出したとき
●増水が早く、水が堤防を越えそうなとき
●水が激流となって堤防の土が削り取られたり、護岸が壊れ始めたとき
●堤防近くの地盤から水が噴き出すとき

！

以下の情報を参考に、洪水時における対応についてあらかじめ確認しておきましょう。

大分県の河川の水位情報がご覧になれます。
大分県　雨量・水位観測情報　　http://river.pref.oita.jp/

まずは、確実な情報が大事
その次に迅速な対応

洪水 はん濫

洪水の基礎知識

河川水位及び危険度レベル
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洪 水

ザーザーと降る どしゃ降り バケツをひっくり返した
ように降る

滝のように降る
（ゴーゴーと降り続く）

息苦しくなるような
圧迫感がある。恐怖を感ずる

やや強い雨 強い雨 激しい雨 非常に激しい雨 猛烈な雨

10以上～20未満 20以上～30未満 30以上～50未満 50以上～80未満 80以上～

雨の音で話し声が
よく聞き取れない。

人の受ける
イメージ

予報用語

1時間雨量
（mm）

ワイパーを速くしても
見づらい。側溝や下水、
小さな川があふれる。

山崩れ、がけ崩れが起
きやすくなり危険地帯
では避難の準備が必要。

マンホールから水が噴出
する。土石流が起こりやす
い。多くの災害が発生する。

雨による大規模な災害
の発生する恐れが強く、
厳重な警戒が必要。

表面雨量指数基準が

11mm以上

大雨注意報 大雨警報

表面雨量指数基準が

17mm以上

集中豪雨は、限られた地域に、突発的に短時間に集中して降る豪雨で、梅雨の
終わりごろによく発生します。
発生の予測は比較的困難で、中小河川の氾濫、土砂崩れ、がけ崩れなどによる
大きな被害をもたらすことがありますので、気象情報に十分注意し、万全の
対策をとることが必要です。

大雨や強風はわたしたちに何度も大きな災害をもたらしています。
ふだんから気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。

大雨情報をキャッチ！
こんなときのわが家の安全対策

※表面雨量指数は、短期的強雨による浸水害リスクの高まりを示す指標で、降った雨が地表面にたまっている量を示す指数です。

20m/秒以上～25m/秒未満 25m/秒以上～

しっかりと身体を確保しないと
転倒する。風で飛ばされた物で
窓ガラスが割れる。

立っていられない状態になり、
屋外の行動は危険。樹木が根
こそぎ倒れはじめる。

（平均風速：m／秒）

日本には毎年多数の台風が接近あるいは上陸し、たびたび大きな被害をもたらします。
台風の接近が予想される際は、台風情報に十分注意し、被害のないように備えることが必要です。

強さ
強い

非常に強い

最大風速
33m/秒以上～44m/秒未満
44m/秒以上～54m/秒未満

（平均風速：m／秒）

●ラジオやテレビなどの気象情報に注意する。
●市や防災関係機関の広報をよく聞いておく。
●停電に備え懐中電灯や携帯ラジオを用意する。
●非常時持出品を準備しておく。

●早く帰宅し、家族と連絡を取り、非常時に備える。
●飲料水や食料を数日分確保しておく。
●浸水に備えて家財道具は高い場所へ移動する。
●危険な地域では、いつでも避難できるよう準備をする。

大きさ 風速 15m/秒 以上の半径

大型（大きい）

超大型（非常に大きい）

500km以上～800km未満

800km以上 猛烈な

10m/秒以上～15m/秒未満 15m/秒以上～20m/秒未満

風に向かって歩きにくくなり、
傘がさせない。

風に向かって歩けなくなり、
転倒する人もいる。

54m/秒以上

大雨特別警報
台風や集中豪雨により、数十年に一度の降
雨量となる大雨が予想される場合、若しく
は、数十年に一度の台風や同程度の温帯低
気圧により大雨になると予想される場合に
発表します。

集中豪雨

雨の強さと降り方

風の強さと吹き方

台風

大雨注意報・警報・特別警報の発表基準

つねに気象情報
には、注意して
おきましょう！
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風水害・台風



ほとんどの人が驚き、一部の人は身の安全をはかろうとする。
部屋の不安定な置物が、倒れることがある。

ほとんどの人が恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。耐震性
の悪い建物では、壁や柱が破損することがある。

物につかまらないと歩くことが難しい。タンスなど重い家具でも倒
れることがあり、建物の変形によってドアが開かなくなったりする。

立っていることが困難になる。壁のタイルや窓ガラスが破損し、落
下することがある。耐久性の低い建物は倒壊の危険がある。
立っていることができず、はわないと動くことができない。
補強されていないブロック塀のほとんどが崩壊する。
揺れにほんろうされ、自分の意思で動くことができず飛ばされる
こともある。耐震性の高い建物でも倒壊するものがある。大きな
地割れや山崩れなどが発生することがある。

震度5弱

震度5強

震度6弱
震度6強

震度7

震度4

大地震が起きると「振動（揺れ）」「液状化」「土砂災害」「地震災害」「津波」などがほぼ同時に起こり、大きな被害が生じ
る恐れがあります。周囲の状況を判断して、まず自分自身の身の安全を確保し、消防署員及び消防団員、警察官などの
指示に従って近所の人と一緒に徒歩（原則）で避難所等安全な場所に避難しましょう。

1～2分

3分

5分

10分

数時間

3日

地震
発生

●まず、身を守る安全確保　手近な座布団などで頭を保護
●すばやく火の確認　ガスの元栓、コンセント
●大きな揺れの場合は、身の安全を確保し、すばやく屋外の安全な場所に一時避難する。

●火元を確認　火が出たら、落ち着いて初期消火  ●家族の安全を確認
●靴をはく　家の中はガラスの破片が散乱。靴や厚手のスリッパをはく
●避難するときは、屋根瓦・ブロック塀・自動販売機等に注意
●津波などの危険が予想される地域はすぐ避難

●要配慮者の安全確保　隣近所で助け合う
●行方不明者はいないか　●ケガ人はいないか

●初期消火　消火器を使う　バケツリレー　風呂の水はため置きをしておく
●漏電・ガス漏れに注意 ●電気のブレーカーを下ろす・ガスの元栓を閉める　●余震に注意

隣近所に
声をかけよう

出火防止
初期消火

●大声で知らせる ●救出・救護を求める ●防災機関、自主防災組織の情報を確認　
●デマにまどわされない ●避難時に車は極力使用しない ●電話は緊急連絡を優先する

●水、食料は蓄えているものでまかなう ●災害・被害情報の収集 ●無理はしない
●助け合いの心が大切 ●壊れた家に入らない

家の中
●揺れを感じたら、身の安全を確保しすばやく屋外の安全な場所へ避難する。
●火の確認はすみやかに行い、コンセントやガスの元栓の処置も忘れずに行う。
●乳幼児や病人、高齢者など要配慮者の安全を確保する。
●ガラスの破片などでケガをするため、裸足で歩き回らない。
デパート・スーパー
●カバンなどで頭を保護し、ショーウィンドウや商品などから離れる。
●柱や壁ぎわに身を寄せ、係員の指示を聞き落ち着いた行動をとる。

劇場・ホール
●カバンなどで頭を保護し、座席の間に身を隠し係員の
指示を聞く。
●あわてずに冷静な行動をとる。
集合住宅
●避難にエレベーターは絶対に使用しない。炎と煙に巻
き込まれないように階段を使って避難する。

路上
●その場に立ち止まらず、窓ガラス、看板などの
落下物から、頭をカバンなどで保護して、空き
地や公園などに避難する。

●近くに空き地などがないときは、周囲の状況
を冷静に判断し、建物から離れた安全性の
高い場所へ移動する。
●ブロック塀や自動販売機などに近づかない。
●倒れそうな電柱や垂れ下がった電線に注意
する。

車を運転中
●ハンドルをしっかりと握り、徐々にスピー
ドを落とし、緊急車両などの通行スペー
スを確保し、道路の左側に止め、エンジ
ンを切る。
●揺れがおさまるまで、冷静に周囲の状況
を確認してカーラジオで情報を収集する。
●避難が必要な時はキーをつけたままド
アロックもしない。車検証などの貴重品
を忘れずに持ち出し、徒歩で避難する。

海岸付近
●高台へ避難し、津波情報をよく聞く。注意
報・警報が解除されるまでは、海岸に近づ
かない。
電車などの車内
●つり革や手すりに両手でしっかりつかまる。
●途中で止まっても、非常コックを開けて勝手
に車外へ出たり、窓から飛び降りたりしない。
●乗務員の指示に従って、落ち着いた行動
をとる。

地震発生時の時間経過別行動マニュアル

「震度階級」と想定される被害

屋  外
にいた場合

屋  内
にいた場合

自分の身を守る

揺れがおさまったら

みんなの無事を確認　火災の発生を防ぐ

ラジオなどで正しい情報を得る

協力して消火活動、救出・救護活動

切る

消す

!
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地震による災害

種別 名称 対象
範囲 レベルとキーワード 住民等の行動及び

登山者・入山者等への対応 想定される現象等火山活動の状況

特
別
警
報

居
住
地
域
及
び

そ
れ
よ
り
火
口
側

火
口
か
ら

居
住
地
域

近
く
ま
で

火
口
周
辺

火
口
内
等

噴
火
警
報(

居
住
地
域)

又
は
噴
火
警
報

噴
火
警
報(
火
口
周
辺)

又
は
火
口
周
辺
警
報

警
報

予
報

噴
火
予
報

避難

５
レベル

4
レベル

3
レベル

2
レベル

1
レベル

居住地域に重大な被害を及
ぼす噴火が発生、あるいは
切迫している状態にある。

危険な居住地域からの
避難等が必要。

警戒が必要な居住地域
での避難の準備、要配
慮者の避難等が必要。

住民は通常の生活。火
口から居住地域近くまで
の範囲への立入規制等。
状況に応じて要配慮者
の避難準備、特定地域か
らの避難等が必要。

想定火口域中心から概ね2km以内に噴石飛
散、またはその可能性。小規模火砕流の発生。
過去事例 有史以降の事例なし
想定火口域中心から概ね1.5km以内に噴
石飛散、またはその可能性。
過去事例 有史以降の事例なし

噴火が発生し、噴石や火砕流、溶岩流が居
住地域に到達、あるいはそのような噴火
が切迫している。
過去事例 1600年前：黒岳で噴火、火砕流が火口から

2km以上、溶岩流が火口から1km以上流下
噴火活動の活発化がみられるなかで、規模
の大きな地震の増加や膨張を示す地殻変動、
火山ガス（二酸化硫黄）の放出量の顕著な増
加など、マグマ上昇を示す現象が発生。
過去事例 有史以降の事例なし

想定火口域中心から概ね1km以内に噴石
飛散、またはその可能性。

過去事例 1995年：星生山東山腹でごく小噴火

住民は通常の生活。
火口周辺への立入規制等。

状況に応じて想定火口
域内への立入規制等。

火山活動は静穏、状況により想定火口域
内に影響する程度の噴出の可能性あり。

避難準備

居住地域に重大な被害を及
ぼす噴火が発生すると予想さ
れる（可能性が高まっている）。

入山規制

居住地域の近くまで重大な
影響を及ぼす（この範囲に
入った場合には生命に危険
が及ぶ）噴火が発生、あるい
は発生すると予想される。

火口周辺規制

火口周辺に影響を及ぼす（こ
の範囲に入った場合には生命
に危険が及ぶ）噴火が発生、あ
るいは発生すると予想される。

活火山である
ことに留意

火山活動は静穏。火山活動の状
態によって、火口内で火山灰の噴
出等が見られる（この範囲に入っ
た場合には生命に危険が及ぶ）。

大きな噴石は火口から2~4km程度以内の範囲
に飛んできます。
ただし、小さな噴石は風に流されて10km以上
飛んできて被害を受けることもあります。
災害から身を守るには
ヘルメットなどで頭部を保護しながら、噴石の
到達予想範囲の外へ避難しましょう。

火山噴火により噴出された岩石や火
山灰が堆積しているところに大雨が降
ると土石流が発生しやすくなります。
災害から身を守るには
噴火後に降雨が予想される場合は
避難しましょう。

気象台が発表する火山
情報に注意しましょう。

ラジオ・ニュース・新聞・市の広報
などを聞いて正しい情報を得ましょう。

市町村から避難勧告などの指示が
あった場合には従いましょう。

※この他、溶岩流や火砕流、火山活動に伴う地震も火山災害をもたらす要因です。

火山灰は、時には数十kmから数百km以
上運ばれて広域に降下・堆積し、呼吸器
系や目の症状に影響を及ぼします。
災害から身を守るには
ぬれたタオルやマスクを用いて灰を吸
い込まないようにしましょう。

火口や噴火口から放出される火山ガスに
は、硫化水素や二酸化硫黄などが含まれ
ており、これらを吸い込むと、死にいたる
こともあります。
災害から身を守るには
窪地や谷などに溜まっていることがあ
るので、近寄らないようにしましょう。

噴火が起きると、さまざまな危険な現象が発生します。

避難路、避難場所の確認を前もって行い、避難する時は近所の人と一緒に、
決められた場所へ避難しましょう。

気象台から発表され、報道機関（テレビ、ラジオ、新聞、インターネットなど）を通じて、
住民や観光客の皆さんに伝達されます。

注）ここでいう噴石とは、概ね20～30cm以上の、風の影響をほとんど受けずに弾道を描いて飛散するものとする。
最新の噴火警戒レベルは気象庁ホームページでもご覧になれます。　https://www.jma.go.jp/jma/index.html

ゴーグル

ヘルメット

マスク

手袋
リュックサック

長ズボン

長そで

運動靴

避難時の服装

噴火に伴い発生する危険な現象

噴火警戒レベル

噴火が始まったら

噴石

土石流

火山灰(降灰)

火山ガス
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火山噴火への備え



事前に準備出来ているか、チェック□しましょう。

部屋がいくつもある場合は、人の出入りが
少ない部屋に家具をまとめて置く。
無理な場合は、少しでも安全な
スペースができるよう
配置換えする。

家の中に逃げ場としての安全な空間をつくる

安全に避難するため、出入口
や通路にものを置かない
玄関などの出入口までの通路に、
家具など倒れやすいものを置かな
い。また、玄関にいろいろものを置
くと、いざというときに、出入口を
ふさいでしまうことも。

家具の転倒を防ぐ
家具と壁や柱の間に遊びがあ
ると倒れやすい。家具の下に
小さな板などを差し込んで、壁や
柱によりかかるように固定する。
また、金具や固定器具を使って
転倒防止策を万全にする。

タンス・本棚
L字金具や支え棒
などで固定する。
二段重ねの場合
はつなぎ目を金具
でしっかり連結し
ておく。

冷蔵庫
扉と扉の間に針金など
を巻いて、金具で壁に
固定する。

屋根
不安定な屋根のアンテナや、
屋根瓦は補強しておく。

窓ガラス
飛散防止フィルムをはる。

プロパンガス
ボンベを鎖で固定しておく。

ベランダ
植木鉢などの整理整頓を。
落ちる危険がある場所には
何も置かない。

ブロック塀・門柱
土中にしっかりとした基礎
部分がないもの、鉄筋が
入っていないものは危険な
ので補強する。ひび割れや
鉄筋のさびも修理する。

テレビ
できるだけ低い
位置に固定して
置く(家具の上は
さける)。

ピアノ
本体にナイロンテープ
などを巻きつけ、取りつ
けた金具などで固定す
る。脚には、すべり止め
をつける。

食器棚
L字金具などで固定し、
棚板には滑りにくい材質
のシートやふきんなどを
敷く。重い食器は下の方
に置く。扉が開かないよ
うに止め金具をつける。

照明
チェーンと金具を
使って数か所止
める。蛍光灯は蛍
光管の両端を耐
熱テープで止め
ておく。

寝室、子どもやお年寄りのいる部屋には
家具を置かない
就寝中に地震に襲われると危険。子どもや、お年寄り、
病人などは逃げ遅れる可能性がある。

家の中の安全対策

家具の転倒、落下を防ぐポイント

家の周囲の安全対策

63

防災対策&チェック

ラジオ
電池（多めに用意）

常備薬
傷薬
風邪薬
鎮痛剤

絆創膏包帯 胃腸薬

現金
印鑑

健康保険証
預金通帳 免許証

権利証書

懐中電灯

電池（多めに用意）
（できれば一人にひとつ）

生理用品
化粧品

鏡・ブラシ等
女性用下着

母子手帳
ミルク・離乳食

おむつ
おしりふき

介護用品
めがね
入れ歯・洗浄剤
持病薬・補装具

おもちゃ
おやつ
防犯ブザー

マスク
トイレットペーパー

除菌用品（感染症対策用）
タオル・ハンカチ
ティッシュペーパー

(止血や食器にかぶせて使う)
ラップフィルム

使い捨てカイロ

ライター
万能ナイフ・ハサミ

歯ブラシ・歯磨き粉
防災マップ（本冊）

筆記用具
ゴミ袋

いざというときすぐに持ち出せるように、日ごろから準備・点検しておきましょう。
事前に準備出来ているか、チェック□しましょう。

いざというときに支障がないように、
食品類の賞味期限や持ち出し品の不備を
定期的に点検しましょう。

携帯トイレ、使い捨てカイロ、裁縫セット、ガムテープ、
地図、さらし、スコップなど。

ポリタンク、ホイッスル、予備の眼鏡・補聴器、新聞紙、補助用具
としてスコップ、バールやハンマー、のこぎり、車のジャッキなど。

非常時持ち出し品は、使用するときに支障のないように、定期的に点検しておきましょう。とくに食品や飲料水の賞味期限は
まめにチェックし、賞味期限がせまったものから順に入れ替えておきましょう。

避難生活が長引くときに便利なもの

阪神・淡路大震災で役に立ったもの

災害復旧までの数日間（最低3日）を生活できるように
チェック□しましょう。

非常時持ち出し品は定期的に点検を！

卓上コンロ
ガスボンベ
固形燃料

お米
(缶詰・レトルト・アルファ米も便利)
缶詰・レトル卜食品
梅干し・調味料など

ドライフーズ・
チョコレート・飴
(菓子類など)

生活用水
(風呂・洗濯機などに貯水)
毛布・寝袋・洗面用具・ 
ドライシャンプーなど
調理器具(なべ・やかんなど)
バケツ・各種アウトドア用品など

非常用食品
缶切り
紙皿
紙コップ

水筒
缶詰
ミネラルウォーター
栓抜き

火を通さないで
食べられるもの、食器など

飲料水としてペットボトルや
缶入りのミネラルウォーター
（1人1日3リットルを目安に）
貯水した防災タンクなど 

非常時持ち出し品（例）

非常時用備蓄品（例）

あらゆる家庭に共通して必要なもの

家族構成や家族の事情にあわせて必要なもの
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非常時持出品の準備&チェック



閉栓

50cm

避難し
ました

○○体
育館

動きやすい格好で、2人以上で避難しましょう。
災害に巻き込まれる可能性があるので、忘れ物などを取りに、
家に帰らないようにしましょう。

外出中の家族へは、避難先を書いた伝言メモを
目立つところに残しておきましょう。

避難の際は、火の始末と戸締りを
行いましょう。
避難時の持ち出し品は、必要最小
限になるようまとめましょう。

歩ける深さは平均約50cm。
水がひざまで来たら助けを呼び、高い
所で救助を待ちましょう！

お年寄りや子ども、病気の方などは、
早めの避難が必要です。
みなさんで協力して避難しましょう。

話す時はまっすぐ顔を向け、口を大きくはっ
きり動かしましょう。手話、筆談、身ぶりなど
の方法で正確に情報を伝えましょう。 

はっきり、ゆっくり大きな声で話しかけま
しょう。誘導する場合は、ひじの辺りを軽く
持ってもらい、ゆっくりした速度で半歩前を
歩きましょう。

車いすの方の場合、階段では必ず3人以
上で！昇る時は、前向きに、降りる時は後
ろ向きにします。

裸足、長靴は禁物です。
ひもでしめられる運動靴が良いでしょう。

はぐれないようにお互いの身体をロープで結んで
避難しましょう！
また、水面下には危険が潜んでいます。
長い棒を杖がわりに安全確認をしてください。

土石流は流れるスピードが速いため、流れを背に
して逃げたのでは追いつかれてしまいます。土砂
の流れる方向に対して、直角に逃げる等、逃げ方
に注意しましょう。

もしも、土石流に遭遇したら

逃げ方に注意しましょう！

速やかに避難を！

メモを残す！

歩ける深さに気をつける！

高齢者や病気の方 耳の不自由な方

目の不自由な方 体の不自由な方

履き物に注意！

ロープでつながる！

洪水・土砂災害での避難の仕方

援助が必要な人がいたら

戸締り・ガス・火元・電気のチェック
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避難時の注意点

伝言の録音 171-1-●●●●-●●-●●●● 伝言保存期間 提供終了まで
伝言の再生 171-2-●●●●-●●-●●●●

1伝言あたり30秒以内
伝言蓄積数 1電話番号あたり1～20伝言まで

伝言内容(時間) 利用可能電話 加入電話、ISDN、ひかり電話、携帯電話
（一部除く）等

（自宅の電話番号、
または連絡を取り
たい方の電話番号）

現象の種類 基　準

大　雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合

暴　風
数十年に一度の強度の台風や
同程度の温帯低気圧により

暴風が吹くと予想される場合
高　潮 高潮になると予想される場合
波　浪 高波になると予想される場合
暴風雪 数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合
大　雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合

現象の種類 基　準
地震（地震動） 震度6弱以上の大きさの地震動が予想される場合（緊急地震速報（震度6弱以上）を特別警報に位置づける）

火山噴火 居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合
（噴火警報（噴火警戒レベル4以上）及び噴火警報（居住地域）を特別警報に位置づける）

津　波 高いところで3メートルを超える津波が予想される場合（大津波警報を特別警報に位置づける）

※表中の“数十年に一度”の現象に相当する降水量等の客観的な指標は気象庁ホームページで公表しています。

特別警報は、大規模な災害の発生が切迫していることをお知らせする新しい警報です。
普段からの備えと早め早めの行動があなたや身近な人の命を守ります。

特別警報は、自治体や報道機関を通じて伝えられます。テレビやインターネット、
自治体から発信される情報の収集に努めてください。

これまでどおり注意報、警報、その他の気象情報
を活用し、早めの行動をとることが大切です。
普段から避難場所や避難経路を確認しておきま
しょう。

「特別警報が発表されない」は
「災害が発生しない」ではありません。
特別警報が発表されないからと
いって安心することは禁物です。

「特別警報」については、
大分地方気象台HPに詳細が
掲載されていますので、
ご確認ください。

〒870-0023 大分市長浜町3丁目1番38号
電話：097-532-2247
大分地方気象台ホームページ　http://www.jma-net.go.jp/oita/

大分地方気象台

テレビ・ラジオ インターネット・気象庁ホームページ ※気象庁HPより一部を抜粋して掲載IP告知放送・広報車

特別警報が
発表されたら

●尋常でない大雨や津波などが予想されています。
●重大な災害が起こる可能性が非常に高まっています。
●ただちに身を守るために最善を尽くしてください。

命を守るために情報の収集に努めてください

災害用伝言ダイヤルとは？ NTTでは、災害発生時に、被災地への通話がつながりにくい状況の場合、被災地内の安否など
の情報を音声で録音、再生する「災害用伝言ダイヤル」を設置します。

※伝言蓄積数や保存期間は災害の状況により異なります。

特別警報の発表基準

緊急地震速報などを特別警報に位置づけます

災害用伝言ダイヤルの使い方
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特別警報をご存知ですか？



名 称 電話番号

0974-68-2211
0974-76-1111

竹田市役所 荻支所
0974-63-1111竹田市役所（防災危機管理室）

竹田市役所 久住支所
0974-75-2211竹田市役所 直入支所

名 称 電話番号
電話の故障に関することは 0120-444-113

電気のことは 0120-986-505

0974-63-4836上水のことは

ＮＴＴ西日本

九電コールセンター

市役所上下水道課

名前 ☎ 名前 ☎
☎ 名前 ☎

家族・親戚 かかりつけの病院

名前
名前名前 ☎ ☎

ライフ
ライン

行政関係

竹田市消防本部 0974-63-0119
竹田警察署 0974-63-2131

警察・消防

NTTドコモ
《iモード災害用伝言板サービス》

日常の
心得 災害は、いつ発生するかわかりません。日頃からの備えが大切です。日頃から気象情報について、テレビ、ラジオ、

新聞、インターネットなどを通じて把握するよう努めましょう。

災害発生時は、家族や知人と連絡が取れなくなることがあります。事前に話し合い、連絡方法を確認しておきましょう。
なお、電話会社各社では、大規模な災害発生時に災害用伝言ダイヤルなどを利用できます。事前に利用方法を確認し
ておきましょう。 

市では、災害時の避難勧告などの緊急情報をより多くの人にお伝えするため、緊急時に
市内にいる人の携帯電話へ「緊急速報メール」の配信を行います。

●「緊急速報メール」とは、避難勧告などの緊急情報を市内にいる人の携帯電話（NTTドコモ、au、ソフトバンク）へ
一斉にメールを配信するものです。

　※機種により「緊急速報メール」を受信できない場合や受信設定が必要となる場合がありますので、詳しくは、
　　各携帯電話会社へお問い合わせください。
●配信する情報は、避難勧告や避難指示（緊急）など、緊急かつ重要な情報です。
●携帯電話を利用する人の費用負担や事前のメールアドレス登録は必要ありません。

「緊急速報メール」により、緊急情報を配信します。

社団法人電気通信事業者協会
《災害時の電話の利用方法》 https://www.tca.or.jp/information/disaster.html

NTT西日本
《災害用伝言ダイヤル171》 https://www.ntt-west.co.jp/dengon/

https://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/index.html

au《災害用伝言板サービス》 https://www.au.com/mobile/anti-disaster/saigai-dengon/

SoftBank
《災害用伝言板サービス》 https://www.softbank.jp/mobile/service/dengon/

警察は消防・救急は 119番 110番

もしもの時のために連絡先を記入しましょう。

緊急時の連絡先

連絡方法の確認

緊急速報メール

防災に関する知識
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