
防災特集 災害に備える

７月に全国的に発生した集中豪雨の影響により、西日本をはじめ、本市も大きな被害を受
けました。また、９月に発生した胆振東部地震では、本市でも震度４を観測するなど、大き
な自然災害が続けて発生しています。災害は、いつどこで起きるか分かりません。この機会
に災害への備えや災害が起きた時の対応について考えてみましょう。

災害に備えて家庭でできること

❖問合先　総務課自治防災室自治防災係　☎26-2215

気象庁の発表する防災気象情報を確認

　気象庁では、大雨や台風などに
関する防災気象情報を随時提供し
ているほか、危険度の高まりに応
じて、注意報・警報・特別警報など
を発表しています。日頃から、テレ
ビやラジオなどで最新の情報を確
認するよう心掛けましょう。

Check

注意報

災害が発生するおそ
れがあるときに発表

警報

重大な災害が発生す
るおそれがあるとき
に発表

特別警報

警報の基準をはるか
に超える災害が発生
するおそれがあると
きに発表

市が発令する
避難情報について
　市では、災害時に３段階の避
難の呼び掛けを行います。避難
情報を発令した場合は、あらか
じめ指定している避難所を開
設しますので、速やかに避難し
てください。

Check
災害の危険性 高低

避難指示避難勧告避難準備・
高齢者等避難開始

避難勧告や避難指示
を行うことが予想され
る場合に発令します。
高齢者など避難に時
間がかかる方は避難を
開始してください。

災害による被害が予
想され、人的被害が
発生する可能性が高
まった場合に発令し
ます。避難行動を開
始してください。

状況がさらに悪化
し、災害による人的
被害の危険性が非常
に高まった場合に発
令します。直ちに避
難してください。

Check

　命を守るため、もしものときに必要な行動について、家
族で話し合ってみてください。「どんな災害の際の避難な
のか」「どこを通って避難するのか」
など、それぞれの状況に応じた話し
合いをするようにしましょう。避難
所の場所は７ページの表１で確認し
てください。

●災害時の行動を家族で話し合う
・どんな災害が発生するのか
（風水害、土砂災害、雪害、地震など）
・誰が避難するのか
（自分、家族、高齢者、障がい者など）
・避難するタイミングはいつが良いか
・避難する場所はどこか
・災害時の連絡方法

話し合いのポイント

●非常用備蓄品・非常時持出品の準備
　災害が発生すると、電気や水道などのライフラインが機
能しなくなる場合があります。いざというときに備え、ラ
イフラインが止まっても生活できるよう、次のような備蓄
品を最低３日分（推奨１週間分）用意しておきましょう。
　また、冬の災害に備えて、停電になっても使用できる暖
房器具なども用意しましょう。

【非常持出品の例】
災害発生時に、最初に持ち出すものです。
すぐ取り出せる場所にまとめて保管しましょう。

飲料・食料
など

飲料水、非常食、水筒、紙皿、紙コップ、
割り箸、ラップ（食器代用・食品保存に）、
缶切り、栓抜きなど

衛生用品
ばんそうこう、傷薬、包帯、風邪薬、鎮痛
剤、持病の薬、トイレットペーパー、ウェッ
トティッシュ、歯ブラシ、マスクなど

道具類

携帯電話、携帯ラジオ、懐中電灯、電池、
防寒具、雨具、ガムテープ、軍手、ロープ、
ビニールシート、ヘルメット、ホイッスル、
筆記用具など

貴重品
現金（公衆電話用に 10円玉も用意）、通帳、
印鑑、免許証・健康保険証（コピー）、家
や車の予備の鍵、権利証書など

その他 家族の写真、衣類、タオル、スリッパ、粉
ミルク、紙おむつ、生理用品など

【非常用備蓄品の例】
救援物資が届くまでの間、生活するためのものです。

飲料水 １人１日３リットル必要

非常食
米（アルファ化米など）、レトルト食品、ビ
スケット、板チョコ、かんぱん、缶詰など
※火を通さなくても食べられるもの

生活用品
トイレットペーパー、ウェットティッシュ、
懐中電灯、ライター（マッチ）、ランタン、
カセットコンロなど

防寒用品 ポータブルストーブ（乾電池式など）、毛布、
カイロなど

その他 給水袋、救急用品、粉ミルク、紙おむつ、
生理用品など

ローリングストック法で効率の良い備蓄をPICK UP

　非常食をまとめ買いしても、消費期限が過ぎてしまったら再び買い直
さなければいけません。そこでおすすめなのがローリングストック法です。
３カ月に１回など、日にちを決め、定期的にレトルト食品などの備蓄食料
を消費し、消費した分だけ、あらためて補充することで、無理なく効率よく
備蓄することができます。

備蓄する

日常生活で使う使った分だけ
買い足す
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Check 台風・大雨に備えるCheck 地震に備える

震度０
揺れを感じない

震度１～３
個人差があるが揺れを感じる

●震度と揺れの状況

震度４
※�胆振東部地震の
深川市の震度

・ほとんどの人が驚く
・電灯などが大きく揺れる
・置物が倒れることもある

震度５弱 ・恐怖を覚える揺れ
・固定していない家具が動く

震度５強 ・歩くのが困難
・固定していない家具が倒れる

震度６弱 ・立つのが困難
・壁のタイルや窓ガラスが破損

震度６強 ・はわないと動けない
・地割れや地滑りの危険性も

震度７
※�胆振東部地震の
最大震度

・�自分の意思で行動できない
・�耐震性の高い建物でも倒壊
する場合がある

　テレビやラジオ、インターネットなどで最新の気象情報
を確認しましょう。屋外にある風に飛ばされてしまいそう
な物は、しまったり固定したりしましょう。また、自宅周辺
の排水路を点検し、落ち葉やごみがたまっている場合は取
り除きましょう。

●台風や大雨が近づいてきたら

●大雨が来る前に
　洪水ハザードマップなどを確認し、水害が発生しやすい
場所を確認しておきましょう。
※�ハザードマップは市ホームページで公開しているほか、
希望者には自治防災室で配布しています。

●河川の水位情報を確認する
　国土交通省が公表しているホームページ「川の防災情報」
で河川の状況を確認できます。
国土交通省�川の防災情報【https://www.river.go.jp】

●危険を感じたら
　不安や危険を感じたら、近所の方と声を掛け合い、早め
に避難しましょう。避難する際は長靴よりもスニーカーな
どのひも靴の方が安全です。
　避難が遅れたり、家の周りが既に浸水している場合は、無
理して避難せずに建物の２階以上で救助を待つことも重要
です。

★自宅
・頭を保護し、テーブルなどの下で自分の身を守る。
・火の始末をする。
・ドアや窓を開けて逃げ道を確保する。
・避難する際は家のブレーカーを落とす。
★商業施設など
・施設の誘導係員の指示に従う。
・頭を保護し、揺れに備えて身構える。
・慌てて出口・階段などに殺到しない。
★屋外
・その場に立ち止まらず、空き地や公園などに避難する。
・�ブロック塀や自動販売機、電柱などに近づかず、垂れ下
がった電線に注意する。

★自動車の運転中
・�急停車せず、ハザードランプを点灯させながら徐行し
て停車する。
・�揺れが収まるまで車内で待ち、鍵を付けたまま車外に
出て避難する。

●地震発生時の行動マニュアル

・�タンス、本棚、食器棚などはＬ字
金具、支え棒などで固定する。
・�食器棚には滑りにくい材質のシ
ートを敷き、扉には耐震ストッパ
ーを付ける。
・�寝室に家具を置かない。家具な
どの上に物を置かない。
・枕元に懐中電灯と靴を用意する。
・玄関など出入り口付近に物を置かない。

●家の中の安全対策

　台風や大雨の際には、土砂災害の危
険性も高まります。土砂災害は大きく
分けると「崖崩れ・山崩れ」「地滑り」「土
石流」の３種類があります。前兆に気付
いたら速やかに安全な場所に避難して
ください。大雨の時は、テレビやラジオ
の「土砂災害
警戒情報」に
も注意をお
願いします。

土砂災害の前兆（例）

◉崖崩れ
崖にひび割れができ、小石が落ちてくる
◉地滑り
地面にひび割れができ、斜面から水が
吹き出す
◉土石流
山鳴りがし、急に川が濁り、流木が混ざ
っている

土砂災害にも注意

Check 大雪・暴風雪に備える

●不要不急の外出を控える
　冬は天候が急変しやすいので、外出する際は気象情報を
確認しましょう。暴風雪などの悪天候が予想される際は、
不要不急な外出は控えましょう。

●車での移動中に危険を感じたら
　吹雪などによる視界不良で危険を感じたら、無理をせず
道の駅やコンビニエンスストアなどで天候の回復を待ちま
しょう。車が立ち往生し、雪に埋まってしまった場合はエン
ジンを切り、毛布などで暖を取りましょう。エンジンを再び
かける場合は、マフラー周りの雪を除雪しましょう。

・食料、飲料水
・防寒着、長靴、手袋
・寝袋、毛布、カイロ
・着替え
・携帯トイレ
・スコップ
・けん引ロープ
・ブースターケーブル
・スノーヘルパー

万が一に備えた車内の備蓄品

緊急地震速報

最大震度５弱以上の地震を感知したとき、震度４
以上が予測される地域に発表されます。

通電火災に注意！PICK UP

　地震や台風などの影響で停電が発生した後に恐ろしいのが、２次災害の通電
火災です。通電火災とは、停電が復旧する際に破損したコンセントから火花が発
生したり、倒れた電気ストーブなどが作動したりして可燃物に引火し、火災が起
きる現象です。
　通電火災を防ぐため、避難する際は電化製品の電源プラグを抜き、ブレーカー
は必ず落としましょう。地震を感知し、自動的にブレーカーを落とす「感震ブレ
ーカー」を取り付けるのも有効です。
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「指定緊急避難場所」および「指定避難所」一覧 【表１】

№ 施設名 避難
場所

避難
所 住　所 電話番号 想定避難地区（町内会名）

１ 菊水コミュニティセンター ○ ○ メム６号線本通り 22-3056 南区、南菊水

２ 拓殖大学北海道短期大学 ○ ○ メム10号線山１線 23-4111 北菊水、巴、北区、錦町、東町

３ 深川中学校 ○ ○ 文光町 13番３号 23-3574 文光町、開西町、共栄、芽生

４ 文西コミュニティセンター － ○ 文光町 16番 37号 22-5090 西町第三

５ 深川西高等学校 ○ ○ 西町７番 31号 23-2263 （予備）

６ 生きがい文化センター ○ ○ 西町３番 15号 22-3555 西町第一、３丁目、北仲１･２丁目

７ 深川小学校 ○ ○ 西町23番 18号 23-4195 西町第二、緑町東、緑町西、南１･２丁目

８ 文化交流ホール「み・らい」 ○ ○ ５条７番 20号 23-0320 ６･ ７丁目、北６･７丁目、本８･９丁目

９ 経済センター ○ ○ １条９番 19号 22-3146 駅前、仲の町、北日の出町、大町、東大町

10 深川東高等学校 ○ ○ ８条５番 10号 23-3561 南５丁目、北５丁目、丸の内、花園、旭町、
４丁目、南日の出町

11 三和コミュニティセンター ○ ○ 新光町３丁目４番１号 23-4611 新光町

12 一已小学校 ○ ○ 稲穂町２丁目１番９号 23-4294 新五月、第２堺町、第３堺町、共進

13 一已公民館 － ○ 稲穂町１丁目５番６号 22-2021 （予備）

14 一已中学校 ○ ○ 稲穂町１丁目８番３号 22-3341 太子町、第１堺町、第１稲穂、稲穂、昇保、
大師、新町、鉄道

15 総合福祉センター ○ ○ ３条18番 36号 26-2411 幸町

16 総合体育館 ○ ○ ６条21番１号 22-1144 二十四孝、旭区、末広町

17 北新小学校 ○ ○ 一已町西日向 23-3480 常盤、西日向、一北星、二北星、三北星、�
西北星、新星、中の沢、西共成

18 あけぼのコミュニティセンター ○ ○ あけぼの町９番 22号 22-3059 あけぼの町

19 拓殖大学北海道研修所 ○ ○ 一已町桜町 22-7330 東日向、桜町、桜坂、豊泉

20 新岩山会館 ○ ○ 一已町新岩山 － 新岩山、東岩山、出雲

21 入志別コミュニティセンター ○ ○ 一已町東一区 22-3048 東入志別、西入志別、東水源、南水源、�
北水源、石狩

22 納内時計台プラザ － ○ 納内町３丁目１番１号 24-2111 時計台

23 納内小学校 ○ ○ 納内町２丁目 13番 11号 24-2602
１～５区、６区の１・２、７区、グリーンタ
ウン、８区の１～３、９区、10区の１・３・
４、12区

24 内園コミュニティセンター ○ ○ 音江町字内園 641番地 24-2740 内園第１・第２

25 吉住・更進コミュニティセンター ○ ○ 音江町字吉住 15番地２ 29-2303 菊丘、吉住、更進第１・第２

26 音江小学校 ○ ○ 音江町２丁目４番１号 25-1421
広里第１・第２・第３Ａ・第３Ｂ・第３Ｃ・
第４Ａ・第４Ｂ・第４Ｃ・第５Ａ・第５Ｂ、
音江第４

27 音江公民館 ○ ○ 音江町２丁目６番 50号 25-2003 音江第１・第３Ａ・第３Ｂ

28 豊泉コミュニティセンター ○ ○ 音江町字広里 1079番地 25-1440 豊泉第１・第２・第３Ａ・第３Ｂ・第３Ｃ

29 ほっと館ふぁーむ ○ ○ 音江町字向陽 100番地１ 25-2734 向陽第１・第３・第４

30 稲田コミュニティセンター ○ ○ 音江町字稲田 1764番地 2 25-1743 稲田

31 多度志小学校 ○ ○ 多度志 1160番地 27-2005
多度志、中央、弥栄、川向、若林、上多度志、
湯内、北多度志、中多度志、宇摩、ウッカ、
幌成、幌内

32 リフレッシュプラザ鷹泊 ○ ○ 鷹泊530番地 28-2008 鷹泊

※「避難場所」は「指定緊急避難場所」を、また「避難所」は「指定避難所」のことを意味します。それぞれ○印を記入している
施設を指定しています。指定緊急避難場所は各施設に付属する駐車場やグラウンドなどです。なお、指定緊急避難場所の指定が
ない地域の方は近くの指定緊急避難場所へ避難してください。
※「（予備）」と記載している施設は、避難者が多く指定の避難所での収容が困難となった場合に臨時に開設する予定の施設です。
※想定避難地区（町内会）は、あくまで目安ですので災害の状況に応じて、適切な避難所へ避難してください。

福祉避難所施設一覧
№ 施設名 住　所 電話番号

１ ケアハウス　アニスティ深川 ２条４番３号 26-0051

２ 特別養護老人ホーム　永福園 西町１番 13号 22-4401

３ ケアヴィレッジほくおう深川 太子町８番 13号 22-1122

４ ケアハウス　えんれい草 ４条 12番６号 26-1165

５ グループホーム忘れな草 ４条 12番７号 26-2611

６ 軽費老人ホーム　ひいらぎ荘 北光町２丁目 10番 18号 22-5680

７ 介護老人保健施設　エーデルワイス 北光町２丁目 10番 22号 23-5110

８ 障がい者支援施設　あかとき学園 納内町３丁目９番 10号 24-3666

９ 特別養護老人ホーム　清祥園 納内町北３番 97号 24-3911

10 介護付有料老人ホーム　こんにちわ金さん銀さん 音江町１丁目３番 13号 25-1234

11 生活支援ハウス　しらゆりの里 多度志 1188番地 27-2222

【表２】

　災害発生直後は、電話の利用が急激に増加し、電話がつながりにくい状況が続きます。この状況を緩和するため、
災害発生時には、ＮＴＴの災害用伝言ダイヤル「１７１」が利用できます。
※ガイダンスが流れるので、指示に従い落ち着いて操作してください。

災害用伝言ダイヤル「１７１」PICK UP

伝言の録音方法
１．①⑦①に電話をかけます。
２．①「録音」を押します。
３．�連絡を取りたい被災地域の方の電話番号をダ
イヤルします。

４．メッセージを録音します。

伝言の再生方法
１．①⑦①に電話をかけます。
２．②「再生」を押します。
３．�連絡を取りたい被災地域の方の電話番号をダ
イヤルします。

４．メッセージが再生されます。

災害時以外にも下記の日程で災害用伝言ダイヤルの体験利用ができます。事前に利用方法などを確認しましょう。
●体験利用日　毎月１日・５日、１月１日～３日、１月15日～21日（午前９時～午後５時）など

Check 避難所を確認する

　市では、災害が発生した場合に、緊急避難を行う屋外施設の「指定緊急避難場所」
と、一定期間避難生活を送る屋内施設の「指定避難所」を指定しています（表１のと
おり）。いざというときに慌てることのないよう、自宅や勤務先の近くにある避難所
を確認しておきましょう。
　また、通常の避難所での生活が困難な、高齢者や障がいのある方を受け入れるた
めの福祉避難所を指定しています（表２のとおり）。福祉避難所の受け入れ対象者
は、生活の基盤が自宅にあり、災害時要援護者避難支援（見守り）プランに登録され
ている次のいずれかに該当する方です。
①避難時に移送介助が必要で緊急度が高い方
②在宅酸素療法やインスリン自己注射など、医療依存度が高い方
③避難所において生活が困難であると認められる方

忘 れ て イ ナ イ ？
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