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防災対策は万全ですか？
災害から身を守り、被害を最小限に食い止めるには、日頃の備えがとても大切です。
上毛町では、防災・減災の取り組みを進めていますが、災害が発生した時に自分や家族、地域を守るためには、皆さん一人ひと
りに防災意識を高めてもらうとともに、自主防災組織による活動を活性化していくことが重要です。
この防災マップには、防災に関する情報をはじめ、避難所の位置や浸水被害・土砂災害の発生する危険のある個所を地図上に
示しています。
災害に備えて必要となる情報は何か、被害を回避するためにはどのように行動すべきか、家庭や地域の防災対策に役立てて
ください。

災害が想定される位置を確認
しましょう。自宅がある場所
は、どのような災害が予想され
るのかを、地図をみて確認しま
しょう。

まず、自宅の位置を確認しましょう。まず、自宅の位置を確認しましょう。

避難経路を地図で確認し、土砂災害
や津波などの災害が想定される場
所を避けて避難できるようにしま
しょう。

災害想定区域を避けて、
避難経路を決めましょう。
災害想定区域を避けて、
避難経路を決めましょう。

自宅に一番近い、災害に
応じた避難所を地図で
確認しましょう。

次に、自宅付近の避難所を
確認しましょう。
次に、自宅付近の避難所を
確認しましょう。

家庭や地域で話し合いながら、
実際に歩いてみましょう。
避難経路に危険な場所がある
場合には、避難経路を見直しま
しょう。

実際に避難経路を歩いてみて、
安全を確認しましょう。
実際に避難経路を歩いてみて、
安全を確認しましょう。
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指定避難所への
移動

警戒区域等内の自宅
などから移動し、
安全な場所へ避難
（公園、親戚や友人の家等）

近隣の強固で高い
建物等への移動

　　　 建物内の安全な場所での待避
（家屋内の垂直避難）

やむをえず家屋内に留まった場合、安全を確保する避難行動
として水害対策では建物の２階以上高いところへ、土砂災害
対策には斜面と反対方向の高い部屋への移動が有効です。

＜避難情報等＞
警戒レベル 避難行動等 避難情報等

警戒レベル5 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。

災害発生情報※1
※1 災害が実際に発生してい
ることを把握した
場合に、可能な範囲で発令

〔町が発令〕

警戒レベル4
全員避難

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。

避難勧告※2 
避難指示（緊急）

※2 地域の状況に応じて
緊急的又は重ねて避難を
促す場合等に発令

〔町が発令〕

警戒レベル3
高齢者等は避難

避難に時間を要する人（ご高齢の方、障害のある方、
乳幼児等）とその支援者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。

避難準備・
高齢者等避難開始
〔町が発令〕

警戒レベル2 避難に備え、ハザードマップ等により、
自らの避難行動を確認しましょう。

洪水注意報
大雨注意報等
〔気象庁が発表〕

警戒レベル1 災害への心構えを高めましょう。 早期注意情報
〔気象庁が発表〕

＜防災気象情報＞
【警戒レベル相当情報（例）】

警戒レベル 5相当情報
氾濫発生情報
大雨特別警報　等

警戒レベル 4相当情報
氾濫危険情報
土砂災害警戒情報　等

警戒レベル 3相当情報
氾濫警戒情報
洪水警報　等

これらは、住民が自主的に
避難行動をとるために参考
とする情報です。
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気象庁 福岡県

ホームページ･
登録制メール 防災行政無線･広報車

住民のみなさん

消防団等 地域の代表等
自主防災組織代表ラジオ･テレビ

上毛町（災害対策本部）
水位情報
気象情報
洪水予報

土砂災害警戒情報
気象情報
洪水予報

土砂災害警戒情報
水位情報

土砂災害警戒情報
〔 避難情報 〕

避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）など

各河川ごとの水位基準が避難を要する水位に達したときや、県と気象台が共同で土砂災害
警戒情報を発表したときに避難勧告、避難指示（緊急）などを発令します。

上毛町では、災害発生のおそれのあるときや、災害の発生が確実なときには『災害対策本部』等を設
置し、対応します。また、災害の危険が高まり、避難が必要となる場合には、避難情報を発表します。

情報がなくても、異常気象（雷雨や異常な降雨）を感じたときには、避難の準備が必要です。危険を感じたときには速やかに避難しましょう。

避難は災害から命を守るための行動です。大雨による災害から身を守る避難行動は、従来、避難勧告等の発令時に行う
避難所への避難が一般的でしたが、現在は次の全ての行動が避難行動とされています。

特に、河川氾濫の浸水地域や土砂災害警戒区域にお住まいの方は、皆さんが早め早めに判断をして、「危ない」と思ったら、
直ちに危険な区域から離れる自主避難をすることが命を守ることになります。

大雨のときの避難行動

平成30年7月豪雨の教訓を生かし、風水害時の防災情報を5段階の警戒レベルで発令されます。
それぞれの警戒レベルと各自が取るべき行動をご理解いただき、町から発令があった場合には、その地域にお住まいの方は
直ちに各レベルの取るべき行動を取るようにしてください。

大雨のとき大雨のとき

上毛町の情報伝達経路上毛町の情報伝達経路

屋外が危険な状態などのとき屋外が安全で移動できる状態のとき

避難情報
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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 
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）

気象庁は、大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、警報を発表して警戒を呼びかけます。
これに加え、警報の発表基準をはるかに超える大雨や大津波等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている
場合、「特別警報」を発表し最大級の警戒を呼びかけます。

「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。
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。　　　※気象庁ホームページより一部を抜粋して掲載

まずテレビをつけて、何が起こったのか、
現在の状況や今後の見通しなど最新の情報を確認してください。

福岡県による防災情報などのメール配信システムです。いざという時のために登録し、情報収集に
役立ててください。詳しくは福岡県総務部防災危機管理局のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先…福岡県防災企画課　TEL：092-643-3114

QRコード読み取り機能付
携帯電話の場合はこちらから▶

※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。

テレビで調べるテレビで調べる

防災メール・まもるくん防災メール・まもるくん

災害情報を屋外スピーカーや
戸別受信機などでお知らせします。
屋外スピーカーの音声は、家の中や豪雨時には聞き取り
にくい場合があります。
聞き取れなかった場合は、テレビや町のホームページ
などで最新の情報を確認しましょう。

防災行政無線防災行政無線
上毛町内のエリアにある携帯電話に対して一斉配信する
サービスを利用して緊急災害情報を提供しています。
機種により受信できない場合や受信設定が必要になる
場合がありますので、詳しくは各携帯電話会社にお問い
合わせください。

緊急速報メール緊急速報メール

特別警報の
発表基準
特別警報の
発表基準

●お住まいの地域は、これまでに経験したことのないような、重大な危険が差し迫った
異常な状況にあります。
●この数十年間災害の経験が無い地域でも、重大な災害の起こるおそれが著しく高まって
いますので、油断しないでください。

下記アドレスに空メールを送信し、
折り返し届いたメールに従って登録してください。

災害時には、自分で積極的に情報収集することが大切です。
防災情報をテレビ、インターネット、メールなどで確認してください。

  防災情報の収集
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水害・土砂災害に関する防災情報のお問い合わせ先

気　象

地震や洪水などの大災害発生時は、電話利用が急激に増加し、電話がつながりにくい状況が続くことがあります。
このような場合は、次のサービスが開設されます。

スマートフォン・携帯電話・PCなどから災害用伝言板(web171)にアクセスして、テキストによる安否情報(伝言)の登録と
確認ができます。

災害用伝言サービス災害用伝言サービス

※このほかに携帯電話各社から「災害用伝言板サービス」が提供されます。
　利用方法は各社ホームページなどで確認してください。

電話で安否情報(伝言)の録音と再生ができます。災害用伝言ダイヤル災害用伝言ダイヤル 1 7 1

災害用伝言板（Web171）災害用伝言板（Web171） https://www.web171.jp/

をダイヤル
1 7 1

録音するときは、　  をダイヤル録音するときは、　  をダイヤル1

再生するときは、　  をダイヤル再生するときは、　  をダイヤル2

伝言を入れる伝言を入れる

伝言を聞く伝言を聞く

被災地の方も、被災地以外の方も
被災地の方の電話番号を
市外局番からダイヤルする

http://www.bousai.pref.fukuoka.jp/index.php

http://www.kasen.pref.fukuoka.lg.jp/bousai

注意報、警報、特別警報
土砂災害警戒情報
雨量レーダー情報　など

土砂災害関連情報
土砂災害危険度情報
土砂災害警戒区域　など

気象庁ホームページ　http://www.jma.go.jp/jma/index.html
【お問い合わせ先】　福岡管区気象台　TEL：092-725-3600

福岡県土砂災害関連情報　http://www.sabo.pref.fukuoka.lg.jp/
【お問い合わせ先】　県土整備部砂防課　TEL：092-643-3678

国土交通省： 川の防災情報 http://www.river.go.jp/
福岡県河川防災情報  http://www.kasen.pref.fukuoka.lg.jp/bousai/
【お問い合わせ先】
●国土交通省が管理する河川に関して
　九州地方整備局水災害予報センター TEL：092-707-0110
　山国川河川事務所    TEL：0979-24-0571
●福岡県が管理する河川に関して
　県土整備部河川管理課   TEL：092-643-3668

水　害

雨量情報
河川水位情報
ダム情報
河川監視カメラ映像
洪水浸水想定区域　など

土砂災害

避難勧告等の発令基準
避難計画の活用　など

福岡県防災情報ポータルサイト http://www.bousai.pref.fukuoka.jp/index.php
上毛町役場 総務課　TEL：0979-72-3111

避　難

http://www.sabo.pref.fukuoka.lg.jp/

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/

http://www.river.go.jp/

http://www.jma-net.go.jp/fukuoka/

http://www.kyuden.co.jp/info_teiden/fukuoka.html

http://www.town.koge.lg.jp/

インターネットで調べるインターネットで調べる
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洪水警報の危険度分布

洪水害は、堤防から水があふれたり堤防が決壊した場合に浸水が予想される区域や、山間部の流れの速い河川沿いで発生します。特に、決
壊した堤防の付近や幅が狭く氾濫時に水かさが深くなる谷底平野では、破壊力の大きな氾濫流が生じて家屋が押し流されるおそれがあ
ります。あらかじめハザードマップなどで浸水想定区域を確認するとともに、お住まいの環境に危険性がないか（谷底平野かどうか等）を
把握してください。

この情報は中小河川を対象に、洪水害発生の危険
度を示しています。
大きな河川に対しては、河川ひとつひとつに対し
て指定河川洪水予報で警戒を呼びかけています。

危険度の高まる時間帯を
確認しましょう。

洪水警報が発表されて、危険度が薄い紫になったわ。
高い所（河岸段丘の上）にある知人の家などへ避難しましょう。

洪水で命が脅かされる危険性が認められる場所は以下のとおりです。

山間部の流れの速い河川で川岸が削られて家屋が流されてしまう場所
川からあふれた水の流れにより家屋が流失してしまう場所（谷底平野など）
川の付近の低地の家屋や地下室などのように、深く浸水してしまう場所
ゼロメートル地帯のように、浸水が長期間継続してしまう場所　など

https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html
洪水害の危険度を詳しく予想しています

大河川を対象とした指定河川洪水予報の発表状況も、危険度分布に太い線で重ねて表示しています。

スマホで簡単
アクセス

洪水警報が発表されたら、川の水位が上がる前の早いうちから洪水警報の危険度分布を見てください。
自分がいる場所の上流地点も含め、危険度が高まっている場合には、早めの避難行動を心がけてください。

色が持つ意味

極めて危険

今後の
情報等に留意

自治体から発令されうる
避難情報

相当する
警戒レベル

氾濫注意水位を超えたら
避難勧告 4 相当

3 相当

2 相当
-

-

水防団待機水位を
超えたら
避難準備・

高齢者等避難開始

重大な洪水害がすでに発生しているおそれが高い極めて危険な状況。

今後の情報や周囲の状況、雨の降り方に注意する。

今後の情報や周囲の状況、雨の降り方に留意する。

河川がさらに増水し、今後氾濫し、重大な洪水害が発生するおそれが高い状況。
氾濫注意水位を超えたら速やかに避難を開始する。
河川が増水し、今後氾濫し、重大な洪水害が発生するおそれがある状況。
水防団待機水位を超えたら、
●避難の準備が整い次第、避難を開始する。
●高齢者等は速やかに避難を開始する。

非常に危険

警　戒

注　意

説　明

高
　
　危
険
度
　
　低

気象庁「大雨警報・洪水警報の危険度分布～気象災害から命を守るために～」を編集して作成

避難行動の詳細な説明はこちらのページからご確認ください。　https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/riskmap_flood.html

洪　水
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大雨警報（浸水害）の危険度分布

1km

1km

浸水害は、周囲より低い場所やアンダーパス、地下室などで発生します。
あらかじめお住まいの環境を把握するとともに、ハザードマップなどで浸水想定区域等であるかをご確認ください。

はい。例えば、アスファルトに覆われた
都市部や平坦で水はけの悪い場所では、
雨水が溜まりやすいため、浸水害が発生
しやすくなります。

危険度の高まる時間帯を
確認しよう。

大雨警報（浸水害）が発表されて、危険度が黄色になった。
地下室からすぐに出よう。

浸水で命が脅かされる危険性が認められる場所は以下のとおりです。

周囲より低い場所（窪地など） 地下室 アンダーパス

https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/inund.html
浸水害の危険度を1kmメッシュごとに詳しく予想しています

避難行動の詳細な説明はこちらのページからご確認ください。　https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/riskmap_inundation.html

スマホで簡単
アクセス

大雨警報（浸水害）が発表されたら大雨警報（浸水害）の危険度分布を見てください。

色が持つ意味

極めて危険高
　
　
　
　危
険
度

　
　
　
　低

今後の
情報等に留意

自治体から発令されうる
避難情報

避難準備・
高齢者等避難開始

被害発生状況などにより
町が避難勧告または
避難指示（緊急）を
発令します

重大な浸水害がすでに発生しているおそれが高い極めて危険な状況。

住宅の地下室や道路のアンダーパスに水が流れ込むおそれがある状況。
各自の判断で、道路のアンダーパスや住宅の地下室には近づかないようにする。

今後の情報や周囲の状況、雨の降り方に留意する。

道路が一面冠水し、側溝やマンホールの場所が分からなくなるおそれがある
状況。
周囲の状況を確認し、各自の判断で、屋内の浸水が及ばない階に移動する。
側溝や下水が溢れ、道路がいつ冠水してもおかしくない状況。
安全確保行動をとる準備をして、早めの行動を心がける。
高齢者等は速やかに安全確保行動をとる。

非常に危険

警　戒

注　意

説　明

浸水害が発生しやすい場所があるんだね。

気象庁「大雨警報・洪水警報の危険度分布～気象災害から命を守るために～」を編集して作成

大雨警報（浸水害）
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土砂災害警戒判定メッシュ情報

1km

1km

土砂災害は、土砂災害警戒区域や土砂災害危険箇所等で発生します。
あらかじめお住まいの環境を把握するとともに、ハザードマップなどで土砂災害警戒区域等であるかをご確認ください。

●山鳴りがする。
●川が濁ったり、流木が
混じりはじめる。
●雨が降り続いている
のに、川の水位が下がる。

●がけから出る水が濁る。
●がけに亀裂が入る。
●小石がパラパラ落ちて
くる。
●がけから音がする。

●地面にひび割れができる。
●地面の一部が陥没したり、
隆起したりする。
●沢や井戸の水が濁る。
●斜面から水がふきだす。

命が脅かされる危険性が認められる
土砂災害警戒区域は以下のような場所です。

●崩壊の危険がある
急傾斜地

●土石流のおそれの
ある区域

避難行動の詳細な説明はこちらのページからご確認ください。　https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/doshakeikai.html

雨が降り出したら、大雨注意報、大雨警報（土砂災害）及び土砂災害警戒情報や大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッ
シュ情報）を自主避難の判断に活用いただき、町から避難勧告等が発令されたときには速やかに避難行動をとってください。

色が持つ意味

極めて危険

今後の
情報等の留意

自治体から発令されうる
避難情報

避難勧告

避難指示（緊急）

避難準備・
高齢者等避難開始

相当する
警戒レベル

4 相当

3 相当

2 相当
-

命に危険が及ぶ土砂災害がすでに発生していてもおかしくない状況。
この状況になる前に避難を完了しておく。

今後の情報や周囲の状況、雨の降り方に注意する。
特にメッシュ情報をこまめに確認する。

今後の情報や周囲の状況、雨の降り方に留意する。

命に危険が及ぶ土砂災害がいつ発生してもおかしくない
非常に危険な状況。速やかに安全な場所への避難を開始する。
避難の準備が整い次第、避難を開始する。
高齢者等は速やかに避難を開始する。

非常に危険

警　戒

注　意

説　明

高
　
　
　危
険
度
　
　
　低

！

危険度の高まる時間帯を
確認しましょう。

うちは土砂災害警戒区域で、危険度が赤になったわ。
今は夕方で雨もひどくないし、今のうちに避難しましょう。

https://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/
土砂災害の危険度を1kmメッシュごとに詳しく予想しています

さらに土砂災害の危険度が上がる予想

スマホで簡単
アクセス

気象庁「大雨警報・洪水警報の危険度分布～気象災害から命を守るために～」を編集して作成

土砂災害
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震度 0 ●人は揺れを感じない。

震度 1 ●屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。

震度 2 ●屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。

震度 3 ●屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。

震度 4 ●ほとんどの人が驚く。　　●電灯などのつり下げ物は大きく揺れる。　　●座りの悪い置物が、倒れることがある。

震度 5弱 ●大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。　　●棚にある食器類や本が落ちることがある。
●固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。

震度 5強 ●物につかまらないと歩くことが難しい。　　●棚にある食器類や本で落ちるものが多くなる。
●固定していない家具が倒れることがある。　●補強されていないブロック塀が崩れることがある。

震度 6弱
●立っていることが困難になる。
●固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある｡ドアが開かなくなることがある｡
●壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。
●耐震性の低い木造建物は、瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れるものもある。

震度 6強
●はわないと動くことができない。飛ばされることもある。
●固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。
●耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものが多くなる。
●大きな地割れが生じたり、大規模な地すべりや山体の崩壊が発生することがある。

震度 7
●耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。
●耐震性の高い木造建物でも、まれに傾くことがある。
●耐震性の低い鉄筋コンクリート造の建物では、倒れるものが多くなる。

この表は、ある震度が観測された時に、その周辺で発生するゆれなどの現象や被害の目安を示したものです。
詳しい解説は以下の気象庁ホームページに掲載しています。

気象庁震度階級関連解説表・・・https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html

●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

1～2分

3分

5分

10分

数時間

3日

最初の大きな揺れは約1分間最初の大きな揺れは約1分間

●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…倒れた家具の下敷きになっていないかを確認
●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

揺れがおさまったら揺れがおさまったら

●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

みんなの無事を確認　火災の発生を防ぐみんなの無事を確認　火災の発生を防ぐ

●大声で知らせる　●救出・救護を　●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ように　●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

ラジオなどで正しい情報を得るラジオなどで正しい情報を得る

●水、食料は蓄えているものでまかなう　※3日間の飲料水と食料の備蓄をしておく
●災害・被害情報の収集　●無理はやめよう
●助け合いの心が大切　●壊れた家に入らない

協力して消火活動、救出・救護活動協力して消火活動、救出・救護活動

地震
発生
地震
発生

地　震



9

（注）全県で一度にこのような危険度となることはありません。
  　 本図は、各市町村毎の危険度を見るためのもので、現実に県内一様に基盤地震動が発生することはありません。

※この震度分布図は福岡県地震に関する防災アセスメント調査第Ⅱ編 
想定地震と被害予測手法　２.地震動の予測　図2.2-2(28) 震度分布図
【基盤一定 M6.9 深さ10km】を引用しています。（注）

福岡県が実施した「地震に関する防災アセスメント調査報告書」（平成24年3月）では、県内の主要な6つの断層のうち、
特に人口が集中する県内主要都市を中心とする地域に被害を及ぼすと判断される代表的活断層（小倉東断層、西山断層、
警固断層、水縄断層の4つの断層）が活動した場合と基盤地震動一定（注※）を行っています。
この中で、上毛町に最も大きい被害を与える基盤地震動一定における被害想定結果を図に表しています。
基盤地震動一定による被害想定では、最大震度が6弱です。
（注※）：震度6弱程度となるようなマグニチュード6.9で深さ10kmを想定した場合の被害想定

佐賀県 大分県

熊本県

・・・行政界

・・・6強
・・・6弱
・・・5強
・・・5弱
・・・4
・・・3以下

上毛町上毛町

震度分布図
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家の中の安全対策
■ 家の中に逃げ場としての安全な空間をつくる 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。

■ 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。

■ に路通や口入出、めたるす難避に全安
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、落下を防ぐポイント
■ 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。

■ 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。

■ 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。

■ 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。

家の周囲の安全対策

■ 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。

事前に準備出来ているか、チェック□しましょう。

□ 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

□ 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・
 　アメ（菓子類など）

□ 卓上コンロ
□ ガスボンベ
□ 固形燃料

□ 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

□ 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

火を通さないで食べられるもの、食器など
□ 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

□ 現金
□ 印鑑
□ 健康保険証

□ 預金通帳
□ 免許証
□ 権利証書

□ 懐中電灯
　（できれば一人にひとつ）
□ 電池（多めに用意）

□ ろうそく  □ 軍手
□ 応急手当て用品
□ 衣類（下着・上着など）
□ 生理用品
□ 離乳食   □ 粉ミルク
□ ティッシュ
□ ウェットティッシュ

□ ヘルメット
□ ラップフィルム
　（止血や食器にかぶせて使う）
□ 防災マップ（本書）
□ ロープ
□ ホイッスル
□ ハサミ 
□ 筆記用具・メモ帳
□ 家族の連絡先

□ 安否確認方法
□ タオル
□ 紙おむつ
□ 雨具（カッパ）
□ ライター
□ 携帯電話
□ 携帯電話の充電器
□ ゴミ袋
□ ビニールシート

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。

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。

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。

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用品の不備を定期的に点検しましょう。

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

非常時持ち出し品は定期的に点検を！非常時持ち出し品は定期的に点検を！非常時持ち出し品は定期的に点検を！非常時持ち出し品は定期的に点検を！

防災対策＆非常時持ち出し品
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自分自身や家族・財産を
守るための活動

地域や近隣の人が互いに
協力し合う活動

消防、警察、行政などが
実施する救助・援助活動

〈地域の防災力〉自助

公助

共助

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。

災害発生時には、自助・共助・公助の連携により人的・物的被害を軽減することができます。
ひとたび大規模な災害が発生したときには、公的機関が行う活動（公助）は交通網の寸断や同時多発火災などにより十分対応
できない可能性があるため、個人の力で災害に備える（自助）とともに、地域での助け合い（共助）による地域の防災力が重要と
なります。
災害に強い地域づくりを目指して、災害時の被害を軽減するため、「自主防災組織」活動を通じて、共助の強化、地域の防災力の
強化に向けた取組を始めてみませんか？

●災害発生時はもちろん、日頃から地域の皆さんが一緒に
なって防災活動に取組むための組織を「自主防災組織」と
言います。
●平常時には防災訓練や広報活動、災害時には初期消火、
救出救護、集団避難、避難所への
給食給水などの活動を行います。

高齢者や病気の方高齢者や病気の方

1. 自主防災組織とは？1. 自主防災組織とは？
●大規模な災害が発生した場合、消防署などの防災機関
だけでは、十分な対応ができない可能性があります。
このような時、地域の皆さんが一緒になって協力し、
災害や避難に関する情報の伝達、避難誘導、安否確認、
救出・救護活動に取組むことで被害の軽減を図る事が
できます。
また、活動を迅速に進めるためには「お互いに顔の見え
る関係」の中で、事前に地域内で役割分担を決めておく
ことが有効です。
より効率よく、さまざまな活動をするためにも事前の
準備（＝体制づくり）が重要です。

2. なぜ、自主防災組織が必要なの？2. なぜ、自主防災組織が必要なの？

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。

耳の不自由な方耳の不自由な方

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。

目の不自由な方目の不自由な方
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。

体の不自由な方体の不自由な方

災害時要配慮者の安全のために
＆自主防災組織



12

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。

戸締り・ガス・火元・電気のチェック戸締り・ガス・火元・電気のチェック

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！

歩ける深さに気をつける！歩ける深さに気をつける！

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
に安全確認をして下さい。

ロープでつながる！ロープでつながる！

緊急車両の通行の妨げになります。
浸水すると動けなくなりますので
危険です。

車での避難は控える！車での避難は控える！

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。

逃げ方に注意しましょう！
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。

速やかに避難を！速やかに避難を！

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。

履き物に注意！履き物に注意！

もしも、土石流に遭遇したら

●沢や井戸がにごる
●地面にひび割れができる
●斜面から水が吹き出す

地すべりの前兆地すべりの前兆

●山鳴りがする
●急に川の流れがにごり、流木が混ざってくる
●雨が降り続いているのに、川の水位が下がる

土石流の前兆土石流の前兆
雨量が１時間に20ミリを超える場合や、降り始めからの
雨量が100ミリを超える場合は、特に注意しましょう。

●がけに割れ目が見える
●がけからにごり水が湧き出る
●がけから小石がぱらぱら落ちてくる

がけ崩れ・山崩れの前兆がけ崩れ・山崩れの前兆

●物干し竿や物干し台は寝かせ、自転車なども
風で飛ばされないように柱などに結びつけて
おく。
●庭木に支柱を立てたり、風で飛ばされそうな
植木鉢やゴミ箱などは屋内に入れておく。
●側溝にたまった落ち葉などを取り除き、
排水を良くする。雨どい・雨水ますの掃除もしておく。
●窓や雨戸をしっかり閉め、外側から板などで補強して
おく。
●かわらやトタンが飛ばされないように補強しておく。
●浸水の危険がある場合は、日頃から土のうなどを準備しておく。

●テレビやラジオなどの気象情報に十分
注意する。
●浸水に備えて、家財道具や食料・衣類・寝具
などの生活用品は高い場所へ移動させ、貴重品などの非常持ち出し品を
準備する。
●懐中電灯や予備の電池を準備する。
●断水に備えて、飲料水を確保する。浴槽に水をはるなどしてトイレなどの
生活用水も確保する。
●外からの飛来物の飛び込みに備えて、カーテンやブラインドは下ろして
おく。

避難時に注意すること
＆災害の予備知識



NO 施設名 住所 管理担当連絡先
対象とする異常な現象の種類

海抜洪水 崖崩れ、土石流
及び地滑り 地震 大規模な

火事
内水
氾濫

1 げんきの杜 上毛町大字八ツ並143-1 0979-72-2900 〇 〇 〇 〇 〇 約31ｍ
2 たいへいの里 上毛町大字東下1512 0979-72-2111 〇 〇 〇 〇 〇 約60ｍ
3 唐原コミュニティセンター 上毛町大字上唐原1665-1 0979-22-1419 × 〇 〇 〇 × 約20ｍ
4 南吉富小学校　講堂 上毛町大字垂水1397 0979-72-3111 〇 〇 〇 〇 〇 約23ｍ
5 西吉富コミュニティセンター 上毛町大字緒方588-1 0979-72-3111 〇 〇 〇 〇 〇 約42ｍ
6 上毛町健康増進施設 上毛町大字東下1243-2 0979-72-3111 〇 〇 〇 〇 〇 約63ｍ
7 上毛中学校 上毛町大字下唐原2141-1 0979-72-3111 〇 〇 〇 〇 〇 約44ｍ

NO 施設・場所名 住所 管理担当連絡先
対象とする異常な現象の種類

海抜洪水 崖崩れ、土石流
及び地滑り 地震 大規模な

火事
内水
氾濫

1 南吉富小学校運動場 上毛町大字垂水1397 0979-72-3111 〇 〇 〇 〇 〇 約23ｍ
2 西吉富小学校運動場 上毛町大字緒方598-1 0979-72-3111 〇 〇 〇 〇 〇 約42ｍ

3 上毛町大池公園
多目的運動広場 上毛町大字東下1272-1 0979-72-3111 〇 〇 〇 〇 〇 約65ｍ

4 唐原小学校運動場 上毛町大字上唐原1265 0979-72-3111 × 〇 〇 〇 × 約21ｍ
5 上毛中学校運動場 上毛町大字下唐原2141-1 0979-72-3111 〇 〇 〇 〇 〇 約44ｍ
6 旧原井小学校広場 上毛町大字原井764 0979-72-3111 〇 × 〇 〇 〇 約66ｍ
7 上毛町総合グラウンド 上毛町大字安雲852 0979-72-3111 〇 〇 〇 〇 〇 約25ｍ
8 道の駅しんよしとみ遺跡前 上毛町大字大ノ瀬304 0979-72-3111 〇 〇 〇 〇 〇 約29ｍ

防災関連機関

上毛町役場 72-3111
たいへいの里（大平支所） 72-2111
国土交通省山国川河川事務所 24-0571
国土交通省山国川河川事務所中津出張所 22-0103
福岡県京築県土整備事務所 82-3350
京築広域圏消防本部 82-0119
京築広域圏消防本部東部分署 72-0119
福岡県豊前警察署 82-0110
垂水駐在所 72-3838
唐原駐在所 22-7357
土佐井駐在所 72-2000

医 療 関 係
こうげクリニック 72-2028
福田医院 72-2411
野中内科クリニック 72-3881
たかの内科・消化器科クリニック 84-7277

電 気 関 係 九州電力（株）行橋営業所 0120-986-103
九州電力（株）中津営業所 0120-986-501

電 話 関 係 NTT（故障の際は） 113または0120-444-113

水 道 関 係 上毛町建設課上下水道係 72-3111

市外局番0979火事・救急・救助 事件・事故119番 110番

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その危険から逃れるための施設又は場所。

いざというときのために、お近くの「指定避難所」・「指定緊急避難場所」を確認し、災害時に適切な対応ができるよう、備えてください。

災害が発生した場合において、被災した住民が一時的に滞在し生活するための施設。

避難所一覧＆緊急時の連絡先


