
備蓄品および非常持ち出し品

非常持ち出し品

備蓄品

●とっさの場合に持ち出せるようにリュックサックにつめておきたい

●少なくとも3日（できれば1週間）は自力で生活できるように準備

上記リストを参考に、特に乳幼児用品、高齢者用品等、災害時に配慮すべき方の用品も、家族構成に合わせて追加しましょう。

・現金
・印鑑
・家や車の予備鍵
・証書類のコピー
(健康保険証、免許証、通帳、
保険証書、権利書など)

・飲料水　※1人1日3ℓ
・食品
　※アルファ化米、缶詰、レトルト食品など
　　長期保存食品はローリングストックの活用を
・給水用ポリタンク・バケツ
・カセットコンロ・ガスボンベ
・使い捨ての食器類

・食品用ラップ
・ランタン
・災害用トイレセット
・からだ拭きシート
・水のいらないシャンプー
・ガムテープ
・ビニールシート

・携帯ラジオ
・携帯電話（スマートフォン）の充電器
・モバイルバッテリー
・筆記用具

・救急セット
・タオル
・マスク
・消毒液
・体温計
・トイレットペーパー
・ウェットティッシュ
・ビニール袋
・下着類

・懐中電灯
・ヘルメット・防災ずきん
・軍手
・スリッパ
・笛やブザー
・マッチ・ライター
・毛布・保温シート
・使い捨てカイロ

・非常食
・飲料水
・給水袋
・万能ナイフ

定期的に点検を！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出用品の不備を定期的に点検しましょう。

備蓄専用の保存食なども大切ですが、普段から少し多めに
食料品や日用品を買っておき、使った分だけ新しく買い足し
ていくことで、常に一定量の備蓄を自宅に確保しておくこと
をローリングストックと言います。
日常生活の中に、非常備蓄を上手に組み込みましょう。

ー対象品目の例ー
ペットボトルの水や飲み物、レトルト食品、インスタント食品、
お菓子、乾麺、缶、乾物、漬物、カセットコンロのボンベ、ウェッ
トティッシュ、トイレットペーパー、食品用ラップ、ビニール
袋、乾電池、使い捨てカイロ

避難するときに最初に持ち出すのが「非常持ち出し品」。
災害直後から混乱が収まるまでの数日間、自給自足するための物資が「備蓄品」です。
以下は一例です。とくに非常持ち出し品は、持って逃げられる量にしましょう。（男性15kg　女性10kgが目安）

わが家の防災対策

●事前に準備出来ているか、チェックしましょう。

浸水深が小さいときは、家庭にあるものを使って、
水の侵入口となるところを塞ぐことで水の侵入を
減少させることができます。トイレなどの逆流
防止にも有効です。
一例として最も手軽な水のうの作り方と使用方法
を紹介します。
※実施の際には避難の妨げにならないように気を
付けてください。

「水のう」の作り方
40L程度のゴミ袋を二重にして
半分程度の水を入れる
空気を抜いて口をしばる

◎段ボール等に入れて並べる

◎長めの板状のものと
組み合わせて止水板に

◎排水口からの逆流対策に

◎土を入れたプランターを
レジャーシートなどで
包むのも有効

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。

家具の転倒を防ぐ

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。

安全に避難するため、
出入口や通路にものを置かない

就寝中に地震に襲われると家具
が倒れるおそれがあり危険。
やむをえず置く場合は、なるべく
背の低い家具にするとともに、寝
ている場所に倒れないよう、また
出入口をふさがないよう、向き
や配置を工夫する。

寝室、子どもやお年寄りのいる部屋には
できるだけ家具を置かない

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

夜間就寝時、停電になると
周囲の確認ができず危険。
地震の場合はガラスが散乱
したり、部屋に閉じ込められ
ることもある。
普段寝る場所から手の届く
ところに懐中電灯やスリッ
パ、ホイッスルを。

手の届くところに防災品を備える

地震による火災の原因の多くは
電気が関連。電気ストーブや電
気コンロの転倒や、停電復旧時
の通電火災(破損した電気コー
ドのショートによる出火など)が
ある。
電気火災を防ぐためには、感震
ブレーカーの設置が有効。

電気火災発生の防止

コンセント
タイプ

分電盤タイプ
(後付型)

洪水・浸水害について

雨量の増加によってもたらされる氾濫には、川から水があふれたり堤防が決壊して起こる「外水氾濫」と、街中の排水が
間に合わず、地下水路などからあふれ出す「内水氾濫」の2タイプがあります。

大雨の水が川に集まり、川の水
かさが増し堤防を超える、ある
いは堤防を決壊させて川の水
が外にあふれておきる洪水。氾
濫が起きると一気に水かさが
増すため、最大の注意が必要。

外水氾濫外水氾濫
その場所に降った雨水や、周り
から流れ込んできた水がはけ
きれず溜まって起きる洪水。
的確なタイミングで警報や避
難勧告を出すのが難しいため、
注意が必要。

内水氾濫内水氾濫

河川ごとに設定された以下の危険水位に応じ、河川管理者と気象庁から洪水予報が発表されます。
自治体はこの情報を目安にして、避難に関する情報を発令します。

資料：長崎県河川砂防情報システム（観測水位警戒一覧表）
水位 洪水警報洪水注意報

一定時間後に
氾濫危険水位
到達を予測

氾濫
危険水位を
超えた場合

氾濫が
発生した場合
（レベル5）
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時間の流れ

観測所

河川名

氾濫危険水位（レベル4）

避難判断水位（レベル3）

氾濫注意水位（レベル2）

水防団待機水位

2.8m

2.2m

1.0m

1.6m

吾妻町牛口名

山田川

浸水が始まる前に早めの避難を 状況に応じた避難を やむなく浸水の中を歩く際は

アンダーパスは危険地下室、地下街は危険川や用水路に近づかない

地下にいる場合、地上の様子が把握しづ
らく、避難経路が限定される。また、地上が
冠水すると、一気に水が流れ込んでくる場
合もある。停電の
可能性も高く、脱
出が困難となる。

氾濫水は勢いが強く、大人の膝程度の深
さで歩行が困難となる。浸水してからの自
宅外へ避難は危険。
気象予報や河川洪水
予報などの情報をもと
に、身の危険を感じた
ら自主的に避難を開
始する。

周囲の状況が危険で避難場所まで移動で
きない場合は、自宅や近隣の頑丈な建物
のできるだけ高い階に避難する。
移動途中であって
も、危険を感じた場
合は、近隣の建物の
できるだけ高い階
に退避する。

裸足、長靴は厳禁。
水中で脱げづらい紐靴などが適している。
また、氾濫水は濁っているため、水面下が
確認できない。
長い棒などを杖替
わりとし、側溝やマ
ンホール、障害物に
注意する。

降雨が続き不安に思っても、川や用水路、
田畑の用水は見に行かない。やむを得な
い場合は複数人で行動する。河川の様子
の確認は、自治体などのライブカメラ情報
を活用する。また、避難の
途中も増水した川の近く
を通るのは避ける。

道路や線路の下をくぐるアンダーパスや
地下道は、洪水の際、真っ先に浸水する。
場所を把握し、
迂回路を想定
しておく。

警戒レベルを用いた避難情報

避難勧告等が発令されたら速やかに避難行動をとる必
要がありますが、突発的な災害では、発令が間に合わな
いこともあります。
避難勧告等が発令されていなくても、警戒レベルに相当
する気象情報を認識し、危険を感じたら早めに避難行動
をとってください。
大切なことは「自分で判断する」ということです。
警戒レベル5では既に災害が発生しています。
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かけあって、
安全・確実に避難しましょう。

近年発生した豪雨災害を教訓とし、国は下記の通り「避難勧告等に関するガイドライン」を改訂し、水害・土砂災害につい
て、市町村が出す避難情報と、国や都道府県が出す防災気象情報を、５段階に整理しました。

土砂災害の情報（雨）

市長は、警戒レベル相当情報（河川や雨の情報）のほか、地域の土地利用や災害実績なども踏まえ総合的に警戒レ
ベル（避難情報）の発令判断をすることから、警戒レベルと警戒レベル相当情報が出るタイミングや対象地域は必
ずしも一致しません。

●市が出す警戒レベルで確実に避難しましょう
●気象庁などから出る河川水位や雨の情報を参考に自主的に早めの避難をしましょう

※「避難勧告等に関するガイドライン」の趣旨を変えずに、より分かりやすい表現にしています。
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危険な場所から
全員避難

危険な場所から
高齢者などは避難

ハザードマップ等で
避難方法の確認

最新情報に注意 早期注意情報

避難情報等
防災気象情報（警戒レベル相当情報）
浸水の情報（河川）
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大雨特別警報
（土砂災害）

警戒レベル 警戒レベル
相当情報

発信者：市等
内容：　避難情報等

発信者：気象庁や長崎県等
内容：　河川水位や雨の情報

大雨警報の発表中に、数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨が観測された
時に、気象台から発表される情報です。
この情報が発表されたときは、お住まいの地域で、土砂災害や浸水害、中小河川の洪水
害の発生につながるような猛烈な雨が降っていることを意味しています。実際にどこで
災害発生の危険度が高まっているかを「危険度分布」も合わせて確認してください。

台風

記録的短時間大雨情報について

風の強さと吹き方

雨の強さと降り方

風水害・台風による災害

?

強さ 最大風速
強い

非常に強い
猛烈な

33m/秒以上～44m/秒未満

54m/秒以上

44m/秒以上～54m/秒未満

大きさ 風速15m/秒以上の半径

500km以上～800km未満

800km以上

大型（大きい）

超大型（非常に大きい）

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。

風に向かって歩きにくくなる。
傘がさせない。

風に向かって歩けない。
転倒する人もいる。

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。
屋外での行動は危険。
樹木が根こそぎ倒れはじめる。

（平均風速：m／秒）

（平均風速：m／秒）

（1時間雨量：mm）
やや強い雨

1時間雨量：10～20mm
強い雨

1時間雨量：20～30mm
激しい雨

1時間雨量：30～50mm
非常に激しい雨

1時間雨量：50～80mm
猛烈な雨

1時間雨量：80mm以上

ザーザーと降り、雨の音で話
し声が良く聞き取れない。
この程度の雨でも長く続く
時は注意が必要。

どしゃ降り、傘をさしていて
もぬれる。ワイパーを速くし
ても見づらい。側溝等があ
ふれる。

バケツをひっくり返したよう
に降り、道路が川のようにな
る。危険地帯では避難の準
備が必要。

滝のように降り、傘は全く役
に立たなくなる。土石流が起
こりやすい。多くの災害が発
生する。

息苦しくなるような圧迫感
があり、恐怖を感じる。大雨
による大規模な災害が発生
するおそれが強く、厳重な警
戒が必要。

10m/秒以上～15m/秒未満 15m/秒以上～20m/秒未満 20m/秒以上～25m/秒未満 25m/秒以上～

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。
普段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。

災害が起こるおそれのあるときに
注意を呼びかけて行う予報

大雨注意報とは？
重大な災害が起こるおそれのあるときに

警戒を呼びかけて行う予報

大雨警報とは？

風水害　集中豪雨の危険性

集中豪雨の危険を知っておこう

こんな前兆を確認したらすぐに避難
❶川の近くでは、まわりの空が真っ黒になったら
すぐに避難する
❷雷鳴や稲妻を確認したら建物内へ避難する
❸冷たい風が吹き出したら注意する

❹大粒の雨やひょうが降り出したら建物内へ
避難する
❺雨の日に周囲より低い位置にいる場合は、
高い場所へ移動する
❻川の近くでは警告のサイレン音がしたらす
ぐに避難する

家の内外の風水害対策
台風や集中豪雨によって、様々な被害が起こっています。天気予報により事前の情報を得ることはできますが、自然の猛威を止めること
はできません。自らの身を守るためには台風や集中豪雨に備えて、準備や対策を行うことが大切です。

集中豪雨は、短時間のうちに狭い地域に集中して降る豪雨のことで、梅雨の終わりごろによく起こります。狭い地域に限られ
突発的に降るため、その予測は非常に困難です。気象情報や災害の前兆現象から危険レベルを判断し、行動することが重要
になってきます。

◆短時間で危険な水位

◆下水の排水能力を超える大雨
下水道の雨水排水能力（１時間当
たり50ミリ）を大きく超える時間
雨量100ミリ以上の豪雨が頻発
しています。

河川、渓流、下水管、用水路など
は、激しい雨が降ることやまわりか
ら雨が流れ込むことで、数分から
数十分で危険な状態になります。

◆注意報や警報が出ない
　雨でも災害が発生する

◆離れた場所の雨でも影響する
自分のいる場所で強い雨が降って
いなくても、上流で降った雨が流れ
てきて、危険な状態になる場合があ
ります。

大雨や洪水の注意報・警報の発表
基準に達していないわずかな雨でも、
災害が発生するおそれがあります。

屋 外屋 外

屋 内屋 内

台風や大雨が
近づいてきたら

●停電に備えて懐中電灯や携帯ラジオを準備する。
●避難に備えて貴重品などの非常持ち出し品を準備する。
●気象情報をテレビ・ラジオで注意深く聞く。
●断水などに備えて、飲料水などを確保しておく。
●むやみに外出しない。
●浸水などのおそれがあるところでは、家財道具や食料品、衣類、
寝具などの生活用品を２階などの高い場所へ移動させる。
●高齢者や乳幼児、病人などを安全な場所へ避難させる。

●雨どい
継ぎ目のはずれや塗装のはがれ、
腐りがないか確認。落ち葉や土砂で
詰まらせないように掃除しておく。

●屋根
瓦のひび、割れ、ずれ、はがれ、トタンの
めくれ、はがれがないかを確認。

●雨戸
がたつきやゆるみなどが
あれば補強する。

●ベランダ
鉢植えや物干しざおなど飛散
の危険が高い物は室内へ。

●窓ガラス
ひび割れ、窓枠のがたつきはないか確認。
また強風による飛来物などに備えて、外側
から板でふさぐなどの処置を取る。

●外壁
モルタルの壁に亀裂はないか、板壁に腐り
や浮きはないか、プロパンガスのボンベは
固定されているか、などを確認。

●ブロック塀
ひび割れや破損箇所
は補強する。

●側溝
側溝のゴミや土砂を取り除き、
雨水の排水をよくしておく。

防災情報の伝達と入手

住民の皆さん

雲仙市災害対策本部 ・小浜消防署
・島原消防署

長崎県

雲仙
警察署

気象庁

●避難勧告などの発令情報
●避難所開設情報
●各種災害情報

■メール配信サービス(緊急速報メール)
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。

■雲仙市ホームページ
https://www.city.unzen.nagasaki.jp/
雲仙市

●気象情報・注意報
●台風・洪水・土砂災害などの
防災気象情報

■長崎地方気象台ホームページ
https://www.jma-net.go.jp/nagasaki-c/
index.html
長崎地方気象台　

気象
の情報
気象
の情報

●土砂災害警戒情報

■長崎県総合防災GIS
https://www.pref.nagasaki.jp/sb/gis/
agree.php

土砂災害
の情報
土砂災害
の情報

●雨量情報 ●水位情報
●ダム情報 ●洪水予報
●水防警報 ●ライブカメラ

■国土交通省「川の防災情報」
https://www.river.go.jp/portal/#89

■長崎県河川・砂防情報システム
http://www.kasen-sabo.pref.nagasaki.jp
/nagasaki/main/index.php　

水位
の情報
水位
の情報

テレビのニュースや
天気予報だけでなく、
データ放送では、気象
情報や防災情報について常時
放送されています。

テレビ
・
ラジオ
テレビ
・
ラジオ

～自分の生命は自分で守る～
◆自宅の耐震化や家具類の

転倒防止対策等
◆災害情報の収集

◆食料・飲料等の備蓄

自助
～地域の皆さんで互いに助け合う～

◆自主防災組織
◆防災訓練の参加
◆地域に住む

要配慮者への支援

共助

≪行政機関の活動≫
◆備蓄品の整備、管理
◆人命救助、復旧、復興
◆自助・共助への支援

公助

みんなで取り組む
災害に強いまちづくり

洪水
山田川雲仙市

ハザードマップ 保存版

地域の防災力を高める 自助・共助・公助


