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　毎年のように全国各地で発生する
風水害から身を守るため、改めて「自
助」「共助」「公助」による災害対策
が求められています。間もなく台風
シーズンが到来します。今回は、私
たちにできる備えについて考えます。

風水害から身を守るためには
、情報を収集することが大

切です。市では想定される災害に
対して迅速に避難行動がとれるよ
う、状況に応じて避難情報や避難
所の開設情報を発表しています。
また、各地区ごとに防災マップを
作成しています。

●河川氾濫
各河川の水位の上昇や河川の氾
濫・越水などの状況、堤防の決壊
などを考慮し、河川ごとに定めた
避難対象地域（河川の氾濫浸水想
定区域）に対して発表します。
●土砂災害
大雨などにより、土砂災害の危
険がある地域（土砂災害（特別）
警戒区域）に対して発表します。
●鈴鹿市防災マップ
鈴鹿市防災マップでは、河川氾
濫による浸水や土砂災害の危険性
のある地区を掲載していますので
、お住まいの地区の防災マップを
確認しましょう。防災マップは、
市役所 1階市民ロビー、5階防災
危機管理課窓口、地区市民センタ
ー、市ホームページなどで入手す
ることができます。

新しくなった大雨・洪水などの
警戒レベルの運用基準

　平成 30年 7月の西日本豪雨で
の被害を受け、豪雨による河川の
氾濫や土砂災害の危険が予想され
る際、住民がとるべき避難行動を
5段階で明確に提供する新基準の
運用が始まりました。新しい運用
では、危険性に応じて警戒レベル
を設けることにより、住民がとる
べき行動が分かりやすくなってい
ます。
　なお、警戒レベルは、従来の避
難勧告や避難指示（緊急）などの
避難情報と一緒に発令されます（
情報発信例／警戒レベル 4（避難
勧告）を発令など）。

大雨・洪水などの
警戒レベルの５段階区分
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避難指示（緊急）

避難勧告
全員避難警戒レベル４

警戒レベル２

警戒レベル３

警戒レベル１

（全員避難）

（高齢者などは避難）
避難準備・高齢者等避難開始

○その他の人は避難準備

○高齢者など避難に時間を
要する人は避難開始

注意報

警報級の可能性

避難に備え、自らの避難
行動を確認する

災害への心構えを高める

　市では、河川の水位情報や土砂
災害危険度分布などの防災気象情
報を活用し、「鈴鹿市避難勧告等
の判断・伝達マニュアル」に基づ
き、避難情報を発表しています。
防災気象情報は、下記ホームペー
ジで確認することができます。

土砂災害の危険度

三重県土砂災害情報提供システム

　https://www.sabo.pref.mie.jp

河川の水位情報

国土交通省【川の防災情報】

https://www.river.go.jp/kawab

ou/ipTopGaikyo.do

https://www.sabo.pref.mie.jp
https://www.river.go.jp/kawabou/ipTopGaikyo.do
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　市では、さまざまな情報媒体を
活用して、避難情報や避難所開設
情報などを発信しています。

●携帯電話へ配信される緊急速報

メール

●ケーブルテレビ

●市ホームページ

●市 Facebook

●市 Twitter

●防災スピーカー

●メルモニ災害メール

●緊急Ｌ字放送

●コミュニティ FM（鈴鹿市緊急防

災ラジオ：鈴鹿ヴォイス

FM78.3MHz）

緊急防災ラジオ緊急防災ラジオ

ダウンロードはこちら

避難行動までの流れ

台風の発生

台風の接近
（台風情報や注意報の発表など）

警報などの発表

自主避難所を開設

●地区市民センター併設公民館

（20 カ所）

●愛宕、白子、長太、神戸公民館

●鼓ヶ浦小学校（体育館）

●河川の水位が上昇

●土砂災害の危険性が高まる

河川の氾濫浸水想定区域などに

対して、避難情報を発表

※避難情報を発表した地域の小学校

の体育館を開設します。

※暴風・強風時やすでに避難経路が

浸水しているなど、避難所への避

難が危険な場合は、建物の 2 階以

上への垂直避難も有効です。積極

的に情報を収集し、的確に状況を

判断の上、早めに自主避難所に避

難するなどの避難行動をとってく

ださい。

停電情報を確認しましょう

　風水害による被害は、河川の氾
濫や土砂災害だけではありませ
ん。停電による被害も生活に大き
な影響を及ぼします。

●停電が発生する前に
懐中電灯、ろうそく、ラジオ、
携帯電話の予備バッテリーなどを
備えてください。
※水を入れたペットボトルを冷凍し

ておくと、停電時に保冷材として

活用できます。

●停電情報を確認
停電時は、電話での問い合わせ
が集中し、つながりにくい状況と
なります。停電情報アプリや中部
電力（株）のホームページを活用
すれば、情報収集することができ
ます。

停電情報アプリ停電情報アプリ
主な機能
●停電情報通知
あらかじめ設定した地域が停電
した際に、通知されます。
●チャットでの問い合わせ
好きな時間に問い合わせること
ができます。
●停電情報を表示
現在停電している地域が、マッ
プで一目で分かります。停電の発
生規模や復旧情報も確認できま
す。

停電の発生

中部電力（株）ホームページ中部電力（株）ホームページ
　地域ごとに、停電の状況や復旧
情報（設備確認中、工事手配中、
工事中などの情報を表示）、復旧
見込みなどの情報を確認すること
ができます。
ホームページ掲載イメージ

発生日時 地　域 戸　数 戸　数 復旧状況 復旧見込み 停電理由

７月５日
15：30 鈴鹿市〇〇町 400戸 10戸未満 工事中 7月５日

17：30 台風の影響

（発生時） （現　在）

ホームページ掲載イメージ

　台風などで停電が発生した場合は、

早期復旧に向けて全力で対応いたし

ますが、安全に復旧作業を行うため

に、暴風・強風時は復旧作業を見合

わせております。皆さまのご理解と

ご協力をお願いいたします。（中部電

力（株）鈴鹿営業所 所長）

●中ノ川・堀切川・椋川の浸水想
定区域が見直されました
三重県により、計画規模および
想定最大規模の降雨による中ノ
川、堀切川および椋川の浸水想定
区域が見直されました。一定の雨
量に伴う洪水で、これらの河川が
氾濫した場合の浸水状況を、シ
ミュレーションにより予測してい
ます。詳しくは、三重県のホーム
ページ（　http://www.pref.mie.l
g.jp/KASEN/HP/84459046892_
00002.htm）をご覧ください。

●鈴鹿川で洪水が発生したとき、
携帯電話へ緊急速報メールが配
信されます

鈴鹿川の堤防が壊れたり、水が
堤防を越え大量に流れ出たりした
ときに、鈴鹿川の管理者である国
土交通省から配信されます。
【緊急速報メールの内容（例）】
　鈴鹿川の○○市○○地先（○岸、
○側）付近で堤防が壊れ、河川の
水が大量に溢れ出しています。防
災無線、テレビなどで自治体の情
報を確認し、各自安全確保を図る
など適切な防災行動をとってくだ
さい。本通知は、中部地方整備局
より浸水のおそれのある市町村に
配信しており、対象地域周辺にお
いても受信する場合があります。

防災スピーカー防災スピーカー

cns-tv.co.jp
chuden.jp
chuden.jp
http://www.pref.mie.lg.jp/KASEN/HP/84459046892_00002.htm


防災出前講座の活用を
　市では、市民の皆さんに対して、
災害に関する正しい知識や備えな
どについて、地域の特性に合わせ
た出前講座を行っています。風水
害や地震による被害から身を守る
ため、積極的な
情報収集はもち
ろんのこと、出
前講座も活用し
ましょう。

図上訓練

防災講話

防災出前講座防災出前講座
●防災講話
地震、津波、風水害などに関す
る基本的な知識や個人で行うべき
備えについて学びます。
●図上訓練（ＤＩＧ）
タウンウォッチングで集めた危
険箇所の情報や要援護者宅などの
所在地を地図上に落とし込み、地
域版の防災マップを作成します。
●避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）
避難所の開設や運営の初動期を
体験し、避難所で起こる可能性が
ある事柄への対処方法を検討しま
す。

避難所運営ゲーム

防災意識の向上のために
　近年、風水害が全国的に多く発
生しており、本市でもいつ被害が
発生するか分かりません。このた
め、日ごろからの備えが大切です。
市では、風水害を最小限に抑える
ため、道路や河川などの改修と
いったハード面の対策とともに、
「自分の身は自分で、自分たちの
まちは自分たちで守る」という、
自主的な防災意識の向上に関する
さまざまな取り組みを行っていま
す。
　防災出前講座はこうした取り組
みの一つで、市民の皆さんが災害
に対して正しい知識を持ち、日ご
ろからの備えを万全にしていただ
けるよう、お住まいの地域に密着
した内容で、映像やスライドを用

いて分かりやす
く説明します。
　ぜひ気軽にお
問い合わせいた
だき、講座を通
じて防災力を高
めましょう。

防災危機管理課

長谷部　響

よくある質問よくある質問
　大雨警報などの気象警報が発表
されると、さまざまなお問い合わ
せがあります。ここではその一部
をご紹介します。

Ｑ

Ａ

避難所がどこか分からない。

大雨警報、暴風警報などが発
表されると、自主避難所として地
区市民センター併設公民館、白子
公民館、愛宕公民館、長太公民館、
神戸公民館、鼓ヶ浦小学校（体育
館）の計 25カ所を開設します。
また、河川氾濫などの恐れが高ま
り、避難勧告などを発令した場合
は、避難対象地域の近くの小学校
（体育館）を開設し、緊急速報メー
ルでお知らせします。なお、市ホー
ムページや緊急Ｌ字放送などでも
ご確認いただけます。
※自主避難所は、避難情報などが発

表されていない状況下で、自主的

に避難する場所です。

Ｑ自主避難所以外の、開設され
ていない避難所へ避難したい。
Ａ 自主避難所以外の避難所は、
河川の氾濫や高潮による浸水、土
砂災害、津波災害の危険が高まっ
た地域に対して、避難勧告などが
発令された場合に順次開設する避
難所のため、開設していない場合
は避難できません。ご心配な場合
は、自主避難所へ早めの避難をお
願いします。な
お、お住まいの
地域の災害リス
クについては、
防災マップで事
前の確認をお願
いします。

避難所案内看板

Ｑ 土のうを配布してほしいのですが。

Ａ 市では、個人への土のうの配
布は行いません。自宅などへの浸
水を防ぐための土のうは、ホーム
センターなどでご購入ください。
なお、有償となりますが、土のう
を配備する業者をご紹介すること
もできますので、ご希望の方は雨
が強くなる前に防災危機管理課へ
ご連絡ください。

Ｑ 夜中にメールが鳴って寝られ
ない。避難対象地域以外に対して
メールが届かないようにしてほし
い。
Ａ 避難情報などをお知らせする
緊急速報メールは、全国的に運用
され、携帯電話会社のシステムを
活用しているため、避難対象地域
を限定して配信することはできま
せん。市民の皆さんに広く情報を
お伝えする手段ですのでご了承く
ださい。

命を守る行動をお願いします命を守る行動をお願いします
　市では、災害発生の危険が高
まった場合、その地域に対する避
難情報や避難所開設情報などの緊
急速報メールを、市民の皆さんの
携帯電話に配信しています。
　逃げ遅れにより多くの方が犠牲
となった平成 30年 7月の西日本
豪雨の教訓を受け、国の避難情報
の伝え方が見直されたため、本市
では、警戒レベルの表示による新
しい避難情報を、緊急速報メール
などにより配信します。
　今年は本市に大きな被害をもた
らした伊勢湾台風から 60年にな
ります。市民の皆さんは、気象情
報の収集や防災マップなどを活用
して、事前に避難先を確認するな
ど、命を守る行動をとっていただ
きますようお願いします。

危機管理部長

白塚山　隆彦

今回の特集に関するご意見・
ご感想は防災危機管理課
382-9968 382-7603
bosaikikikanri@city.suzuka.lg.jp




