
と 知っておきたい防災情報

備えて
いざ

地域ぐるみの防災活動に参加しましょう！

　市では災害などからみなさんの生命や財産
を守るため、県や防災関係機関との連携のも
と、各種防災施策の充実に努めています。万一に備え、災害時の防災活動
が迅速かつ的確に行えるよう、市民のみなさんと行政が一緒になって、災害
に強く安心・安全に暮せるまち大津を築いていきましょう。

　大地震などの災害発生直後では、市民のみなさんご自身の備
えや、地域ぐるみの助け合いが、かけがえのない命を守る鍵とな
ります。
　大津市には、全学区に自主防災組織が設立
されております。ぜひとも、日頃から自主防災活
動に参加していただき、地域の協力で大切な家
族や友人などを守りましょう。

　災害が発生したとき、いかに行動すべきか、日頃から家庭で
防災について、話し合いをすることが重要です。

　災害時に限定せず一般に「特に配慮を要する人」の
ことで、高齢者や障害（児）者、妊産婦、乳幼児、アレル
ギーなどの慢性疾患を有する人、外国人など。

　地域で協力し合いながら、近所の高齢
者、障害のある人等の安全確認、避難所等
への移動を支援しましょう。

　要配慮者のうち、災害が発生した場合
に、自ら避難することが困難で、円滑・迅
速に避難するために、特に支援を必要と
する人。

万一に備えて家族会議で話し合おう！

要配慮者とは？

自宅の安全チェック表

ぐらっ！地震だ！
そのときどうする

日頃から非常持出品を準備しておきましょう！

　家にいる時に地震が起こったと想像して
ください。家具の上に衣装箱や人形ケー
ス・本などを高く積んでいませんか？倒れ
てきたら危険なところに家具を置いていま
せんか？
　阪神淡路大震災では、倒れてきた家具の
下敷きになって亡くなられた方もいます。
家具の転倒防止など、安全なスペースを確
保しておきましょう。

　地震はいつ起こるかわかりません。 地震が起きてしまったときは、まずは自分の身の
安全を確保し、あわてず、自分がいる場所に応じた適切な行動を取りましょう。

まず机の下に隠れるなどして身の安全を
確保！その次に消火を。ガスの元栓を締
め、電気のブレーカーを落として下さい。

部屋の中では？
落下物に注意し、カバンなど
で頭部の保護を。

まち中では？
つり革・手すりにしっかりつか
まり、係員の指示に従いましょ
う。

電車、バスに載っている時は？

車は道の脇に停め、エンジン
を停止しましょう。避難の際
はキーをそのままに。

車の運転中は？

ガスの 点 検・ストー
ブ・ドライヤーなどの
電気器具、たばこなど
を点検。

火の点検と後始末
倒れそうな家具
や 落 下 物 を 点
検。避難経路を
確保。

余震に備える
デマなどに惑わされ
ず、ラジオなどで正し
い情報を。確かな行動
は、正しい情報から。

情報を聞く
外へ出る時は慌てずに、周りの
状況を確認してから。 窓ガラス
や塀・石塀などからは離れま
す。 落下物にも注意必要。

状況確認

最寄りの階で降りて下さ
い。止まった場合は、救援を
待つ。

エレベーターでは？
大きな柱の陰は比較的安全。
係員の指示に従いましょう。

デパート、スーパーでは？

そ
の
瞬
間

揺
れ
が

お
さ
ま
っ
た
ら

いう時に

編

避難行動要支援者とは？

□ 貴重品（保険証、免許証など）　□ 懐中電灯・予備電池
□ マッチ・ライター　□ 携帯ラジオ　□ ホイッスル 　□ ビニール袋　
□ 食料（乾パン、缶詰、アメ、チョコレート等）
□ 飲料水（500㎖程度）　□ 現金　□ 厚手の手袋　□ マスク　  

□ 生理用品　□ 常備薬　□ ウエットティッシュ
□ オムツ　□ 着替え　□ 離乳食等
□ 予備眼鏡・コンタクトレンズ　□ ガーゼ、タオル

一人３日分以上、できれば１週間分
用意しましょう。

□ 飲料水（１日１人３ℓ目安）

□ レトルト食品、アルファ米等

□ 給水用ポリタンク　□ ランタン

□ カセットコンロ　□ 予備のガスボンベ

□ 紙皿・紙コップ・割り箸　□ ロープ

□ 長靴　□ 工具セット　□ カイロ

●できれば、家族全員に１つずつリュックサックを用意しましょう。
●すぐに持ち出せるよう、目に付くところに備えておきましょう。

非常持出品 備蓄品

家の中に逃げ場として安全な
空間がありますか？

家具は倒れにくいよう、
配置していますか？

家の中の安全チェック

寝室や子供・高齢者の部屋に家具を
置かないよう、気を付けていますか？

出入口や通路に物を、
置いていませんか？

プロパンボンベなどは、倒れないように
鎖などで補強していますか？

ブロック塀は、ひび割れていませんか？

家の周囲の安全チェック

ガラスの飛散防止対策はできていますか？

屋根のアンテナや屋根瓦が不安定に
なっていませんか？

ベランダの植木鉢などが落ちる危険は
ありませんか？

車での避難は渋滞を起
こし、緊急自動車の
妨げになりま
す。徒 歩 で 避
難しましょう。

避難は徒歩で！
必要最小限の荷物を持
ち、活動しやすい服装
で、慌てずに
歩いて避難し
ましょう。

荷物は最小限に！
家にいない家族のために
玄 関 など に
行 き 先 を 書
いたメモを残
しましょう。

メモを残そう！
近所の人達と、まず決め
られた小・中学校のグラ
ウンドや公園・市民セン
ターなどに一時避難を
しましょう。

所定の避難先へ！
ひとり暮らしの高齢者
や病人・身体の不自由な
人などを安全に避難さ
せるために協力し合い
ましょう。

協力し合いましょう！避
難
す
る
時

地震地震

耐震診断の相談窓口／
建築指導課　528-2774

●既存民間建築物耐震診断補助事業
　（各自が自主的に耐震診断を実施する場合の一部補助）
●木造住宅耐震診断員派遣事業（診断員を派遣して無料で耐震診断を実施）
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編風水害風水害 避難情報避難情報

編土砂災害土砂災害

大雨・洪水の中を避難する場合

土砂災害の種類

　万が一、大雨・洪水の中を避難する場合は次のようなことに気をつけて、安全
に避難してください。

自宅の安全チェック表 避難情報と警戒レベル

防災メールの登録を 大津市メール配信サービス

雨戸や窓の補強

チェック項目 チェック内容

鉢や植木、物干し竿など
飛ばされそうなもの

　災害が起こってからでは遅いです。台
風などが来る前に、家の周りに飛ばされ
そうなものや危険な
ところがないか確認
しておきましょう。

家の周囲の安全チェック

排水溝の整備

水中のマンホールや
溝に注意し、長い棒
を杖代わりにして確
認しましょう。長靴は
危険！運動靴で！！

足元に注意！
小さい子どもなど
は大人とロープ
で体をつなぎま
しょう。

ロープにつながって
流れが速くなると
浸水深が浅くて
も危険です。

水深が浅くても危険
こうなる
前に避難
しましょう！

ひび割れ・窓枠のガタツキはないか？ また、強風による飛来物
などに備えて、外側から板で塞ぐなどの処置を行いましょう。

飛散の危険が高い物は室内に入れましょう。

落ち葉や土砂が詰まっていないか点検しておきましょう。

　土砂災害とは、大雨や地震などが引き金となって
起きる災害で、山やがけが崩れたり、水と混じり
あった土や石が川から流れ出たりして被害を及ぼ

します。主なものとして、「土石流」「地すべり」「がけ崩れ」などがあります。自分の周
りの土砂災害危険箇所がどのタイプであるか確認しておきましょう。確認するには
大津市が発行している防災マップを活用ください。防災マップはホームページで
ダウンロードするか、市役所で閲覧が可能です。

　土砂災害が起こる前には、次のような前
兆現象がみられることがあります。このよ
うな現象に気づいたら、速やかに避難して
ください。なお、切迫した事態の場合には、
垂直避難（自宅などの2階以上に避難する
こと）してください。

土砂災害の前兆現象

●がけに亀裂が入る。がけから小石が
落ちてくる。

●川が濁ったり、流木がまざりはじめる。
●雨が降り続いているのに、川の水位
が下がる。
●斜面から水がふき出る。がけから出
る水が濁る。
●斜面にひび割れができる。
●地鳴りの音が聞こえてくる。

がけ崩れ
急ながけ地や山の斜面が
突然崩れ落ちる現象で、国
内で最も件数の多い土砂
災害です。一瞬にして崩れ
落ちるので 、
逃げ遅れる人
も多く、被害
が大きくなり
ます。

土石流
谷や斜面にたまった土・
石・砂が、大雨による水と
ともに一気に谷を流れ下
る現象です。スピードが早
く破壊力も大きいため、大
きな被害をもたらします。

地すべり
粘土などのすべりやすい
層の上にある斜面部が、し
み込んだ雨水等の影響な
どでゆっくり動き出す現象
です。一度に広い範囲が動
くため、大きな被害をもた
らします。

こんな「前ぶれ現象」に注意！

突然
発生

　平成30年(2018年）7月豪雨を教訓に、皆さんが避難情報を直感的に理解できるよう、
5段階の警戒レベルを国が定めました。

それに基づき大津市から皆さんに発令する避難情報にも、警戒レベルと取るべき行動を
合わせた情報を、緊急速報メール（エリアメール）などで発信していきますので、警戒レベルに合わせた身を守る行動をとりましょう。

気象情報で「警戒レベル相当情報」が発表されたとしても、必ずしも同じレベルの避難情報が発令されるとは限りません。 
大津市では地域ごとの状況等を総合的に判断し、学区単位等で避難情報を発令します。

※登録完了メールが届かない場合
●メールの指定受信制限をしている場合は、wbi.jpからのメールを受信可能に

してください（ドメイン設定）。
●携帯以外のインターネットメールの受信を拒否している場合は、設定を解除し

てください。
●URLリンク付メール受信拒否の設定がされている場合は、解除してください。

その他、ご不明な点については、各携帯電話の販売店に直接お問い合わせく
ださい。

●災害情報●不審者情報●水道、ガスの情報
●光化学スモッグ注意報●予防接種●乳幼児健診
●各種検診●講座・イベント情報●議会情報
●「広報おおつ」●猿・熊出没情報　などの情報を
発信しています。

（登録は各情報毎に行う必要があります。）

地震・台風・大雨・土砂災害等の防災気象情報
避難勧告・避難指示などの避難情報

右のQRコードを読み取るか
次のアドレスに空メールを送信してください。
5520bou@wbi.jp

携帯電話から登録します

登録完了（※登録完了メールが届きます）

防災に関してのお問合せは／
危機・防災対策課　528-2616

登録はHPから https://www.city.otsu.lg.jp/

注

既に災害が発生している状況です。命を
守るための最善の行動をとりましょう。災害が発生していることを把握

した場合に、可能な範囲で発令

速やかに避難先へ避難しましょう。公的
な避難場所までの移動が危険と思われ
る場合は、近くの安全な場所や自宅内
のより安全な場所に避難しましょう。

避難に時間の要する人は避難をしま
しょう。その他の人は避難の準備を整え
ましょう。

気象庁が発表する洪水注意報、大雨注意報などを参考に避難に備え、防災
マップ等により自らの避難行動を確認しましょう。

気象庁からの早期注意情報などを参考に、災害への心構えを高めましょう。

警　戒
レベル

災害発生情報

避難指示（緊急）
避難勧告

避難準備・
高齢者等避難開始

早期注意情報

●洪水注意報
●大雨注意報

●氾濫警戒情報

レベル3相当
●大雨警報
●洪水警報

レベル4相当
●土砂災害警戒情報
●氾濫危険情報

レベル5相当
●大雨特別警報
●氾濫発生情報

国が定めた警戒レベル 避難情報等・市民のみなさんが取るべき行動 防災気象情報

低

高 5

警　戒
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編風水害風水害 避難情報避難情報

編土砂災害土砂災害

大雨・洪水の中を避難する場合

土砂災害の種類

　万が一、大雨・洪水の中を避難する場合は次のようなことに気をつけて、安全
に避難してください。

自宅の安全チェック表 避難情報と警戒レベル

防災メールの登録を 大津市メール配信サービス
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突然
発生
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