
が発令されたら…
警戒レベル５５５

が発令されたら…

全員避難全員避難

警戒レベル４４４

が発令されたら…

高齢者等は避難高齢者等は避難

警戒レベル３３３

が発表されたら…
警戒レベル２２２

が発表されたら…
警戒レベル111

普段から…普段から…普段から…

安全に避難できない可能性があります。避難に遅れ
た場合には、建物の山の反対側のより高い部屋など
少しでも安全な場所で待機してください。この行動
をとったとしても身の安全を確保できるとは限りま
せんので、警戒レベル４｢避難指示｣が発令されたら、
速やかに避難するよう心がけてください。

命の危険　直ちに安全確保！命の危険　直ちに安全確保！命の危険　直ちに安全確保！命の危険　直ちに安全確保！

速やかに安全な場所へ避難してください。
今後の大雨などの状況によっては、避難経
路で土砂災害が発生し、通行が不可能な
状況になる場合があるため、必ずこの避難
情報が発令されたら安全な場所へ避難し
てください。

危険な場所から全員避難危険な場所から全員避難危険な場所から全員避難危険な場所から全員避難

警戒レベル 4までに必ず避難！警戒レベル 4までに必ず避難！警戒レベル 4までに必ず避難！

避難に時間を要する人 ( 高齢者､障がいの
ある方､乳幼児など ) とその支援者は､避
難を開始しましょう｡その他の人は､警戒レ
ベル4｢避難指示｣が発令された際に速やか
に避難できるように準備をしてください。

危険な場所から高齢者等は避難危険な場所から高齢者等は避難危険な場所から高齢者等は避難危険な場所から高齢者等は避難

最新情報に注意し､警戒してください。避難準備を
始め､いつでも避難できるようにしてください。
避難に備え､ハザードマップ等により､災害が想定さ
れている区域や避難場所等を確認しましょう。

自らの避難行動の確認自らの避難行動の確認自らの避難行動の確認

災害への心構えを高める災害への心構えを高める災害への心構えを高める災害への心構えを高める
テレビ､ラジオ､インターネット､携帯メール等で
大雨や河川の状況を確認し､災害への心構えを高
めてください。

・水防訓練への参加　　　　　・隣近所との相互協力関係の
・防災グッズの準備　　　　　　醸成
・災害・避難カードの確認　　・家族との連絡方法確認
・自宅保全
・ハザードマップ等による避難場所や避難ルートの確認
・テレビ、ラジオ、インターネット等による気象警報等の確認

高齢者等避難

避難指示

緊急安全確保 避難情報
の伝達

電話 / FAX

テレビ
ラジオ

エリア
メール

緊急速報
メール

登録制
メール

広報車

消防車

サイレン 要配慮者
避難開始

避難開始

避難完了

最終的な
危険回避行動

●外出の中止
●家族の動向確認
●避難の準備（要配慮者）
●氾濫に関する情報に注意
●「高齢者等避難｣の覚知

●外出の中止
●家族の動向確認
●避難の準備（要配慮者）
●氾濫に関する情報に注意
●「高齢者等避難｣の覚知

●外出の中止
●家族の動向確認
●避難の準備（要配慮者）
●氾濫に関する情報に注意
●「高齢者等避難｣の覚知

●避難の準備
　（要配慮者以外）
●住民の自主避難の実施
●「避難指示｣の覚知

●避難の準備
　（要配慮者以外）
●住民の自主避難の実施
●「避難指示｣の覚知

●避難の準備
　（要配慮者以外）
●住民の自主避難の実施
●「避難指示｣の覚知

●未避難者の緊急避難
●屋内安全確保（垂直避難）
●未避難者の緊急避難
●屋内安全確保（垂直避難）
●未避難者の緊急避難
●屋内安全確保（垂直避難）

【警戒レベル５】｢緊急安
全確保｣ではすでに災
害が発生又は切迫して
います。また、必ず発令
されるものではありま
せん。
【警戒レベル３】や【警
戒レベル４】で、地域の
皆さんで声を掛け合っ
て、安全・確実に避難し
ましょう。

住民の皆さんのとるべき行動警戒レベル

その時、とるべき行動（警戒レベルに応じた避難行動）その時、とるべき行動（警戒レベルに応じた避難行動）

知っておくべき避難の ５ つのポイント
新型コロナウィルス感染症が収束しない中でも、災害時には、危険な場所にいる人は避難することが原則です。
「自らの命は自らが守る」意識を持ち、適切な避難行動をとりましょう

1 2 3 45
避難とは「難」を

「避」けること。

安全な場所にいる

人まで避難場所に

行く必要はありま

せん。

避難先は、学校・
コミュニティセン
ターや集会所だけ
ではありません。
安全な親戚・知人
宅に避難すること
も考えてみましょ
う。

マスク・消毒液・

体温計・スリッパ

などできるだけ

自ら携行してくだ

さい。

市が指定する避難
場所､避難所が変更
･増設されている可
能性があります。
災害時には市の
ホームページ等で
確認してください。

豪雨時の屋外の移
動は車も含め危険
です。やむをえず
車中泊をする場合
は、浸水しないよ
う周囲の状況等を
十分確認してくだ
さい。

５５５

市民の皆さんへ避難の呼びかけ

市から災害・避難情報を受信するサービス

①「ms.utashinai-city@v-vnet.jp｣
　へ空メールを送信。
②返信メールが届きます。
③内容を確認して［登録］を選択。
④登録完了

登録制メール
携帯電話やスマートフォン､FAXを
お持ちの方
情報をメールやファックスで
受信できます。

避難情報音声配信サービス
自宅に固定電話をお持ちの方、
携帯電話やスマートフォンを
持っていない方
自宅の電話にメールの内容を
音声で受け取れます。

ホームページより登録申込書
をダウンロードするか、直接
電話 (42-3212) でお申し込
みください。

登録のしかた
登録のしかた

ラジオ
放送局 周波数

北海道放送（HBC）
札幌テレビ放送（STV）
NHK第１放送
NHK第２放送
NHK-FM

1287kHz
1440kHz
567kHz
747kHz
85.2MHz

テレビリモコンのｄボタン
地上デジタル放送のデータ放送
から防災情報を確認できます。

メール、電話
広報車
　　　などから

町内会・自治会、
警察、消防署・消防団
　　　　　などから

テレビ、ラジオ
インターネット
　　　　などから

高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保

危険な場所から
高齢者等は避難！
危険な場所から
高齢者等は避難！
危険な場所から
高齢者等は避難！
危険な場所から
高齢者等は避難！

危険な場所から
全員避難！

危険な場所から
全員避難！

危険な場所から
全員避難！

危険な場所から
全員避難！

命の危険
直ちに安全確保！

命の危険
直ちに安全確保！

命の危険
直ちに安全確保！

命の危険
直ちに安全確保！

警戒レベル３３３ 警戒レベル４４４ 警戒レベル５５５
避難情報等の発令

避難情報等発令
の判断

歌志内市
災害対策本部

の発表

警戒レベル111（早期注意情報）

警戒レベル２２２（洪水注意報）
（大雨注意報）等

気象庁
札幌管区気象台

気象情報や注意報・
警報などの気象警報札幌建設管理部 ペンケ歌志内川の

水位情報など

水害時の情報の流れと避難の呼びかけ水害時の情報の流れと避難の呼びかけ
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