
高齢者、 子ども、 障がいがある方など、
避難に時間を要する方は、 早めに

自主的な避難行動を開始してください。

ホームページや携帯電話による 「防災情報」

PC 北広島町の様々な情報を入手！

北広島町役場ホームページ

主な掲載内容

■各種防災情報　　　■各種災害情報　 ■気象観測システム
■避難施設の案内　 ■避難施設マップ
■被災者支援情報　 ■河川カメラ　

■Web アドレス

　http://www.town.kitahiroshima.lg.jp/

PC 広島県内の河川防災情報サイト！

洪水ポータルひろしま

主な掲載内容

■浸水想定区域図　　　
■大雨洪水注意報 ・ 警報 ・ 特別警報
■洪水予報　　　　　　■水位周知

■Web アドレス

  http://www.kouzui.pref.hiroshima.lg.jp/

PC/ 携帯電話 広島県内の総合防災情報サイト！

広島県防災 Web

主な掲載内容

■防災気象情報 ( 台風 ・ 地震情報など )
■天気予報
■観測情報 ( 雨量 ・ 水位など )

■Web アドレス  http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/
■携帯サイト     http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/i/

電話 / 携帯電話 北広島町内の雨量情報を電話で確認！

広島県雨量情報案内サービス

主な掲載内容

電話をしますと自動ガイダンスが流れますので、 案内にそって北
広島町内の観測所の観測情報等を確認することができます。

■電話番号　　０８２－２８８－３０５０

PC/ 携帯電話→メールで通知
防災情報を
メールでお知らせ！

広島県防災情報メール通知サービス

■下記アドレスに空メールを送ると、 登録用のアドレスが送信されます。

　  touroku@bousai-mail.pref.hiroshima.lg.jp

１７１災害用伝言ダイヤル 「１７１」

「１７１」 は、 災害発生時の、ＮＴＴの災害用伝言ダイヤルサービスです。

利 

用 

方 

法

※サービスの開始はテレビやラジオで通知されます。 「１７１」 に関するご質問等は、ＮＴＴ西日本ホームページ、 又は最寄りのＮＴＴ支店 ・ 営業所へお問い合わせ下さい。

主な掲載内容

雨量 ・ 水位観測情報、 洪水予報や
土砂災害情報などを登録すると、
それらの情報をメールでお知らせします。

災害用伝言ダイヤル 「１７１」 は、 一般加入電話 ・ 公衆電話 ・ 携帯電話 ・ＰＨＳでご利用できます。災害用伝言ダイヤル 「１７１」 は、 一般加入電話 ・ 公衆電話 ・ 携帯電話 ・ＰＨＳでご利用できます。

※携帯電話 ・ＰＨＳは一部事業所を除く

伝言を

録音する

伝言を

再生する

局番なしで 「１７１」 を
ダイヤルし、

音声ガイダンスに
したがって…

１ ７ １ １
「１」 を選択

２
「２」 を選択

洪水 土砂災害・
ハザードマップ

〈お問い合わせ〉

危　機　管　理　監

北広島町役場 〒７３１-１５９５
広島県山県郡北広島町有田 1234 番地

☎　０５０-５８１２-２１１１ （代表）

平成２７年度
電源立地地域対策交付金事業

平成２８年３月

「洪水 ・ 土砂災害ハザードマップ」 とは

このマップは、 洪水などの水害や土砂災害時に、 避難する場所や注意すべき箇所をまとめたものです。

「自宅の最寄りの避難場所はどこなのか？」 「災害時に危険となる場所はどこなのか？」 を確認しておきましょう。

また、 災害はいつ発生するかわかりません。 いざという時に、 落ち着いて行動できるように、 このマップを使って家族や地

域で話し合いましょう。

ハザードマップ

洪水 土砂災害・洪水 土砂災害・

洪水 ・ 土砂災害ハザードマップの使い方

ステップ

１ 自宅の位置を確認

自宅がある場所や周

辺が、 浸水想定区域

や、 土砂災害警戒区

域に含まれているか、

地図ページ ( 裏面） で

確認しましょう。

付近の避難場所を確認
ステップ

２
自宅に一番近い避

難場所を地図ページ

（裏面） で確認してお

きましょう。

避難経路の設定 避難経路を歩いてみる

避難場所までの経路

を決めておきましょう。

浸水が深い場所や土砂

災害のおそれがある範

囲を避けて、 複数の避

難経路を設定すること

が重要です。

あらかじめ決めて

おいた避難経路

が、 安全に通行で

きるかを実際に歩

いて確認しておきま

しょう。

ステップ

３
ステップ

４

避難情報の伝達と種類災害時の支援とわが家の防災メモ 避難時の心得災害に備えて （日頃からの備え）

情報伝達の経路

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 「北広島町災害対策本部」 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、 避難勧告などの避難情報を発令します。

広島地方気象台

気象予報 ・ 土砂災害警戒情報

広島県

雨量情報 ・ 水位情報 ・ 土砂災害警戒情報

北広島町 （北広島町災害対策本部）

避難情報 （避難準備情報 ・ 避難勧告 ・ 避難指示）

報道 （テレビ ・ ラジオ）
きたひろネット ・ 緊急速報メール

防災安全お知らせメール 広報車 消防団 自主防災会

「被災地の方」 は自分の電話番号を、

「被災地以外の方」は被災地の方の電話番号を（市外局番から）

（００００） ００  ００００ → 伝言を録音する （３０秒以内）

「被災地の方」 は自分の電話番号を、

「被災地以外の方」 は被災地の方の電話番号を （市外局番から）

（００００） ００  ００００ → 伝言を再生する （３０秒以内）

住民の皆様

避難情報の種類と行動

災害の危険が高まり、 避難が必要となる場合、 町は避難勧告などの避難情報を発令します。 住民の皆様は、 情報を確認し、

適切な行動をとってください。 町で避難情報を発表する前でも危険を感じたら自主的に避難してください。

〈町からの発令のタイミング〉

避難準備情報

災害による人的被害の発生する可能性が高まってきている状態

避難勧告

災害による人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状態

避難指示

切迫した状況であり、 災害による人的被害の発生する可能性が

非常に高いと判断された状態、 または人的被害が発生した状態

《とるべき行動》

指定された避難場所へ
避難行動を開始してください。

指定された避難場所へ
直ちに避難してください。

場合によっては建物内の安全な
場所で待避してください。

屋内安全確保とは

屋内安全確保とは、 災害対策基本法の改正 （平成２５年改正） により新たに追加された避
難行動です。 避難のための立退きを行うことにより、 かえって人の生命または身体に危険がおよ
ぶおそれがあると認めるとき、 町長は、 必要に応じ屋内での待避その他の屋内における避難の
ための安全確保に関する措置を指示します。

土砂災害警戒情報

土砂災害警戒情報は、 市町村長が避難勧告を発令する際の判断材料となる重要な情報です。 土砂災害警戒情報が発

表されたら、 土砂災害に厳重に警戒し、 自主避難の判断を行ってください。

また、 土砂災害警戒情報が発表されていなくても、 地形や地質の条件により土砂災害が発生するおそれがあるため、 その

他の防災情報や土砂災害の前兆現象などにも十分注意しながら、 避難活動を行ってください。

防災メモ

土砂災害警戒情報は、 大雨警報の発表中に、 土砂災害発生の危険度が高まったとき、
広島県と広島地方気象台が共同で発表する情報です。

一人ひとりの備え

非常持出品 ・ 非常備蓄品の準備は防災対策の基本です。 リストを参考に、 家族構成にあわせて準備しましょう。 また、 食品

の賞味期限や電化製品の故障がないかを定期的にチェックしましょう。

非常持出品

非常備蓄品

ヘルメット ・ 防災ずきん ・ 笛✓

落下物から頭を守るためや助けを呼ぶ
ための必需品

懐中電灯※予備の電池も必要✓

停電時や夜間の移動に欠かせない

非常食✓

乾パンなど、 火を通さずに食べられるもの

貴重品✓

預金通帳、 健康保険証、 免許証、 お金

避難するときに持ち出す最小限の必需品です。 あまり重いと避難に支障が出るので、 必要最小限にまとめ、 すぐに取り

出せるところに保管しておきましょう。

リュックサックなど✓

非常品を入れて両手が確保できる
リュックサックなど

携帯ラジオ※予備の電池も必要✓

小型で軽く、 FM と AM の両方を聴ける
ものがよい

救急医薬品 ・ 常備品✓

キズ薬、 ばんそうこう、 生理用品、
常備薬 （お薬手帳）

生活用品✓

衣類、軍手、ナイフ、ライター、缶切り、
簡易トイレ、 タオル、 雨具など

水✓

持ち運びに便利なペットボトル入りを

災害復旧までの数日間を自足するためのものです。 最低でも３日間は自足できるだけの量を用意しておきましょう。

生活用品✓

非常食✓

そのまま食べられるか、 簡単な調理で
食べられるもの （缶詰やレトルト食品など）

水✓

飲料水と生活用水を用意する
飲料水は 1 人 1 日 3 リットルが目安

工具類✓

救出活動に使えるスコップやバール、
のこぎり、 ロープ、 車のジャッキなど

家族構成にあわせた準備を

非常持出品 ・ 非常備蓄品は、 家族構成にあわせて必要なものを考えてみましょう。 特に子どもがいる家庭では、 子どもの年
齢により必要なものが変わっていくので、 定期的に見直すことも大切です。

災害はいつどこで起こるか予想しがたいもので

す。 いざというときの家族の行動、 避難場所や

避難方法、 連絡方法などを日頃から家族でよく

話しあっておきましょう。 その際、 非常持出品

の点検も全員で行いましょう。

家族での備え 家の中ではどこが一番安全か✓

幼児や高齢者の面倒はだれがみるのか✓

避難経路、 避難場所はどこにあるのか✓

非常持出品、 非常備蓄品の点検はしたのか✓

✓ 家族間の連絡方法と
最終的に集合する場所はどこにするのか

地域での備え （自主防災会）

規模の大きい災害が発生した場合、 防災関係機関だけでは対応に限界があります。 そこで、 家族や隣近所が協力しあい、
地域が一体となって防災活動を行うのが自主防災会です。

自主防災会の活動には、 災害に備えて被害の発生や拡大を未然に防止するため、 日常的に行う活動 ( 平常時の活動 ) と、
災害時に地域内での被害の発生や拡大を防止するために行う活動 ( 災害時の活動 ) があります。

１. 平常時の活動
●講習会や訓練を通した防災意識の普及

●地域内の防災環境の確認 ( 避難経路、 避難場所など )

●地域でのコミュニケーション、 地域内の要配慮者の把握

●防災資機材の点検 ・ 整備

●防災訓練を実施し、 防災活動に必要な知識 ・ 技術の習得

２. 災害時の活動
●災害情報の収集を行い、 住民へ正しい情報を伝達

●消火器などによる消火活動

●地域住民の安否確認や避難誘導、 避難場所の開設

●被災者の救出 ・ 救護、 高齢者や障がい者などへの支援

●食料品や救護物資などの分配や炊き出し、 給水活動

シール台紙 （２㎝ ×１０㎝） 貼付け欄

避難時、 特に配慮を要する人々への支援

高齢者や病人、 肢体の不自由な方 （車椅子）、 目の不自由な方、 耳の不自由な方などは、 災害発生時の対応に支援が
必要になります。 地域で協力し合いながら、 安否確認、 避難場所への移動、 避難生活を支援しましょう。

北広島町福祉課の災害時要援護者名簿に登録して、 災害から自分の身を守りましょう。

●高齢者 ・ 病人
○おんぶ （または担架、 リアカーなどを利用）         
　 して安全な場所まで避難する。
○複数の介助者で対応する。

●肢体の不自由な方 （車椅子）
○階段では２人以上が必要。
○上りは前向き、 下りは後ろ向きにして移動
   する。
○介助者が１人の場合、 ひもなどを用意し、
   おんぶして避難する。

●目の不自由な方
○声をかけ、 情報を伝える。
○誘導する場合は、 杖を持った方の手には
   触れず、 ひじのあたりを軽く持って、 半歩
   手前をゆっくり歩く。

●耳の不自由な方
○話すときは、 口をハッキリと開け、 相手に
   わかりやすいようにする。
○手話、 筆談、 身振りなどの方法で正確な
   情報を伝える。

わが家の防災メモ

北広島町役場本庁

北広島町役場芸北支所

北広島町役場大朝支所

北広島町役場豊平支所

北広島町消防本部

山県警察署

広島県西部建設事務所　安芸太田支所

050-5812-2111 （代表）

050-5812-2110 （代表）

050-5812-2211 （代表）

050-5812-1122 （代表）

050-5812-1119

0826-22-0110

0826-22-0541 （代表）

災害が起こった時、 ご家族の安否確認等で利用いただけるよう、 必要な
事項を記入し、 ご活用ください。

避難する場所

●避難場所

●家族の連絡先

●親せき ・ 知人の連絡先

●防災関係の連絡先

名称

氏名 携帯電話番号 電話番号 住所 メモ

●正確な情報収集と自主避難 ●避難の呼びかけに注意

●避難前の安全確認 ●速やかに避難

●お年寄りなどの避難に協力 ●動きやすい服装、
   ２人以上での避難

●水面下の危険に注意 ●歩ける水の深さに注意

●逃げ遅れたら高い建物に避難 ●車での避難はしない

テレビ ・ ラジオで最新の
気象情報、 災害情報、
避難情報に注意しましょう。
雨の降り方に注意し、 危
険を感じたら自主的に避難
しましょう。

町や消防団等から呼びかけ
があった場合には、 速やかに
避難してください。

避難する前に、 電気の
ブレーカーを切り、 ガス
の元栓をしめ、 避難先を
確認しましょう。

また、 親戚や知人など
に避難する旨を連絡して
おきましょう。

避難勧告などは、
危険が迫ったときに出
されますので、 速やか
に避難しましょう。

避難の際には消防 ・
警察などの指示に従い
ましょう。

お年寄りや子ども、
病気の人は、 早め
の避難が必要です。
近所のお年寄りや子
ども、 病気の人など
の避難に協力しま
しょう。

避難するときは、 できるだ
け２人以上での行動を心が
けましょう。 ご近所にも声を
かけ協力して避難しましょう。

運動靴を履き、 動きやす
い服装にしましょう。 サンダ
ルは禁物です。

浸水した場所では、 側溝や
マンホールのふたがはずれて
いる危険があります。 長い棒
を杖代わりにして、 安全を確
認しながら歩きましょう。

大人が歩ける深さは、 約５０
㎝が限度です。 水の流れが
速いときは、 ５０㎝以下でも歩
行は危険です。 水深が腰まで
あるようなら高いところで救助を
待ちましょう。

万一、 逃げ遅れて避難
場所まで行く余裕がない場
合は、 近くの丈夫な建物
の三階以上に避難して救
助を待ちましょう。

建物の二階部分でも場所
によっては危険な場合があ
ります。

冠水した道路では車が水に
浸かり、 動かなくなることがあ
りますので、 車での移動は大
変危険です。

また、 車両が道路をふさい
で救命活動や水防活動の妨
げになることがありますので、
車での避難はやめましょう。

「土砂災害」 の種類と兆候 雨の降り方と強さ

土砂災害警戒区域等について

「水害」 の種類

[ 急傾斜地崩壊危険箇所 ]

がけ崩れ
[ 土石流危険渓流 ]

土石流
[ 地すべり危険箇所 ]

地すべり

「がけ崩れ」 は、 斜面が突然崩

れ落ちる災害です。 崩れた土砂

は、 斜面の高さの２～３倍も離れ

た所まで届くことがあります。

地面は異なる層が積み重なってい

ます。 地下水等がすべりやすい層

にしみ込み、 そこから上の地層が

すべり落ちるのが「地すべり」です。

山腹や川底の石や土砂が、 長雨

や集中豪雨などの大量の水といっ

しょになって津波のように襲ってく

るものを 「土石流」 といいます。

こんな前ぶれに注意 !!

こんな所が危険です !

●がけに亀裂が入る

●がけからの水が濁る

●小石がパラパラ落ちてくる

●木の根が切れる音がする

●水面や井戸の水が濁る

●斜面から水が噴き出す

●家や擁壁に亀裂が入る

●家や擁壁、 樹木や電柱が傾く

●山鳴りや、 立ち木の裂ける音、 石 

   のぶつかりあう音が聞こえる

●降雨中に川の水位が下がる

●川が急に濁ったり、 流木が混ざる

●がけにひび割れがある

●がけの上部がせり出している

●急ながけで高いところ

●がけから水が噴き出している

●谷川に大きな石があるところ

●裏山に急な谷川があるところ

●過去に流れた土石流が谷の出口

   に堆積してできた扇状地

●地面に段差や亀裂があるところ

●樹木や電柱が傾いているところ

土砂災害警戒区域等は、 土砂災害 （がけ崩れ、 土石流、 地すべり） のおそれのある区域について危険の周知、 警戒

避難体制の整備等の対策を推進しようとするものです。 北広島町には、土砂災害のおそれのある箇所 （土砂災害危険箇所）

が 733 箇所 （急傾斜地崩壊危険箇所 508 箇所、 土石流危険渓流 220 箇所、 地すべり危険箇所 5 箇所） あり、 この箇

所を広島県が調査を行い、 「土砂災害警戒区域」 と 「土砂災害特別警戒区域」 の指定、 公表を行っています。

土石流や急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、 住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域で

あり、 危険の周知、 警戒避難体制の整備が行われます。

土石流や急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、 建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそ

れがあると認められる区域で、 特定の開発行為に対する許可制、 建築物の構造規制等が行われます。

土砂災害警戒区域 〈土砂災害のおそれがある区域〉

土砂災害特別警戒区域 〈建物が破壊され、 住民に大きな被害が生じるおそれがある区域〉

降っている雨を観察することで、 だいたいの雨量を知ることができます。 危険な状態になる前に自分で判断して避難ができ

るよう、雨の降り方と雨量の関係を知っておきましょう。 雨が降り出したら、どの程度の雨なのかを観察してみるのもよいでしょう。

予報用語

1 時間雨量

（mm）

人の受ける

イメージ

人への

影響

屋外の

様子

車に乗っ

ていて

災害発生

状況

やや強い雨
10 ～ 20mm

強い雨
20 ～ 30mm

激しい雨
30 ～ 50mm

非常に激しい雨
50 ～ 80mm

猛烈な雨
80mm 以上

ザーザーと降る どしゃ降り
バケツをひっくり返し
たように降る

滝のように降る
（ゴーゴーと降り続く）

息苦しくなるような
圧迫感がある
恐怖を感じる

地面からの跳ね返
りで足元がぬれる 傘をさしてもぬれる

地面一面に水たまりができる 道路が川のようになる 水しぶきであたり一面が白っぽくなり、
視界が悪くなる

ワイパーを速くしても
見づらい

高速走行時、 車輪と路
面の間に水膜が生じブ
レーキが効かなくなる

車の運転は危険

この程度の雨でも長く
続く時は注意が必要

側溝や下水、 小さな川
があふれ、 小規模のが
け崩れが始まる

山崩れ ・ がけ崩れが起
きやすくなり危険地帯で
は避難の準備が必要
下水管から雨水があふ
れる

地下室や地下街に雨
水が流れ込む場合が
ある
マンホールから水が噴
き出す
土石流が起こりやすい
多くの災害が発生する

雨による大規模な災害
の発生するおそれが強
く、 厳重な警戒が必要

■内水氾濫 ■外水氾濫
内水氾濫とは、 降雨により

河川の水位が上昇し、 街中

や農地などの水が河川へ排

水できなくなり、 排水溝の水

が溢れ出たり、 マンホール

から水が溢れるなどして、

氾濫が生じることです。

外水氾濫とは、 河川や湖沼

等の水が容量を超え、 堤防

の決壊や堤防から水が溢れ

ることにより、 街中や農地な

どに水が氾濫することです。

水害の時の危険箇所

■低いところ （窪地） ■マンホールに注意！

周辺より低くなっている道路も水

がたまり通行できなくなります。

降雨量が多くなるとマンホール
のふたが外れたりすることがあり
ます。 また、 道路に雨水が溜
まった時に、 マンホールや側溝
のふたを開けて水を流すことは、
非常に危険です。

電話番号

傘はまったく役に立たなくなる

付録シール

地図ページ ( 裏面） のあなたの自宅や親戚
の家、 身近な危険箇所や避難場所にシールを
貼付けて、 確認しておきましょう！

―

広島県や北広島町のホームページや電話音声案内サービスなどから、 災害への備えや災害時の避難に役立つ 「防災情報」

を入手できるようにしておきましょう。

名称 電話番号

携帯電話 ・ 充電器✓

故障した時のため、 連絡先のメモを残しましょう

氏名 携帯電話番号 連絡先
（勤務先や学校等）

電話番号 住所 メモ

主な掲載内容

町民生活にかかわる緊急を要する情報、
きたひろネット音声告知放送 ・ 防災行政無線と
同等の緊急情報をメールでお知らせします。

PC/ 携帯電話→メールで通知
防災情報を
メールでお知らせ！

北広島町防災 ・ 安全お知らせメール

■下記アドレスに空メールを送ると、 登録用のアドレスが送信されます。

　  bousai.kitahiroshima-town@raiden.ktaiwork.jp

自宅

避難所

ハザードマップ

自宅

落石注意 !

避難

して下さい！

ガス
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