
南海トラフ地震
（過去最大）の
想定震度

南海トラフ地震から身を守る南海トラフ地震から身を守る南海トラフ地震から身を守る

海トラフ地震（過去最大クラス）による市内の
被害想定では、揺れや液状化、崖崩れ、津波、
火災により死者200人、重軽傷者760人、全壊・

焼失建物680棟など、恐ろしい数字が並びます。
　さらに恐ろしいことは、南海トラフ地震が、30年
以内に70～80％の確率でやってくると予測されて
いることです。
　私たちは、すぐにでも南海トラフ地震に備えなけれ
ばなりません。

　甚大な被害をもたらす南海トラフ地震。いつ起きてもおかしくない状況です。今回の特集では、
南海トラフ地震から身を守る備えについて、考えます。
　甚大な被害をもたらす南海トラフ地震。いつ起きてもおかしくない状況です。今回の特集では、
南海トラフ地震から身を守る備えについて、考えます。

東日本大震災の津波
（岩手県宮古市田老地区）
東日本大震災の津波
（岩手県宮古市田老地区）

出典：内閣府ホームページ出典：内閣府ホームページ
(http://www.bousai.go.jp/kohou/
  kouhoubousai/h23/63/special_01.html)
(http://www.bousai.go.jp/kohou/
  kouhoubousai/h23/63/special_01.html)

南

〇全壊・焼失建物：約680棟（夕方）うち津波約120棟
〇半壊：約7,370棟（夕方）うち津波約3,030棟
〇死者：約200人（深夜）うち津波約100人
〇重軽傷者：約760人（深夜）うち津波約40人
〇1日後の避難者数：約1万8,000人（夕方）
　うち約1万2,000人が避難所へ避難

出典：「三重県地震被害想定調査結果（平成25年度版）」

市内の南海トラフ地震被害想定（過去最大・冬）
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津波の第一波到達予測時間
白子漁港　約67分
千代崎港　約69分
鈴鹿漁港　約70分
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　南海トラフ地震の市内で予測される震度は、海側で
6弱（一部6強）、山側で5強。道路の陥没や崖崩れなど
のほか、建物の全半壊の被害も想定されています。
　建物被害は、地盤が比較的柔らかい海側で多く発生
しやすく、さらに津波浸水予測区域では、津波による被
害も多くなることが想定されます。それを証明するのが、
地区別の建物被害棟数の割合です。白子地区、栄地区、
一ノ宮地区だけで約60％に及ぶなど、海側の地域
での被害が甚大です。
　しかし、山側であれば安全というわけではありません。
耐震性が低い建物は倒壊するリスクがあり、また、
土砂崩れなどによる被害も予想されます。
　建物の倒壊は、命を落としたり大ケガを負うだけで
なく、その後の避難も難しくします。倒壊を防ぐため
の耐震補強など、対策しておくことが大切です。

阪神淡路大地震での建物被害阪神淡路大地震での建物被害
(http://www.bousai.go.jp/kohou/
  kouhoubousai/h23/63/special_01.html)
(http://www.bousai.go.jp/kohou/
  kouhoubousai/h23/63/special_01.html)

命を脅かす　　 被害建物

命を脅かす　　 被害～沿岸部の方は直ちに避難～津波
　南海トラフ地震では、津波による被害も
多くなるとされています。
　南海トラフ地震の発生から約67分後には、
第一波が白子漁港に到達すると予測されて
います。津波は待ってくれません。自らの命
を守るためには、直ちにより遠く、より高く、
津波浸水予測区域の外へと避難する必要
があります。
　いざというときに備えて、防災マップや
津波ハザードマップで津波浸水予測区域
や避難所、津波避難ビルの位置を事前に
確認しておきましょう。

地区別建物被害棟数割合
（揺れ、液状化、崖崩れ、津波、火災）

津波避難ビル
（若松小学校）▶

◀防災マップで、津波浸水
　予測区域と避難所の確認を

避難所などは、右の二次元
コードで確認できます。
※防災マップは、市防災危機
管理課窓口または地区市民
センターで入手できます。

防災マップ
（日本語版）

防災マップ
（外国語版）
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命を守る
情報収集

震が発生したときは、
どのような状況なのかを知ることが
大切です。市はさまざまな情報伝達

手段を使って、避難勧告や避難指示（緊急）と
いった避難情報の発令や避難所開設情報を
発信します。
　また、気象庁は、大津波・津波警報や地震に関
する情報を発表し、テレビやラジオなどにより、
注意を呼び掛けます。
　災害時は、多くの情報取得手段により、これらの
情報を早めに知り、安全な避難につなげましょう。

地
・緊急速報メール
・市ホームページ、ツイッター、フェイスブック
・メルモニ災害メール、Yahoo！防災速報
・防災スピーカー
・ケーブルテレビL字放送
・コミュニティFM
・広報車、消防団

市が情報発信するところ

◀モーター
　サイレン

※大規模地震時は、機器の故障などによりサイレン吹鳴ができない場合があります。
※サイレンの聞こえる範囲は、気象条件により異なるため、豪雨や風向きなどで聞き取れない場合があります。

 

モーターサイレンで発信される情報
　モーターサイレンは、消防分団車庫付近の25カ所と消防署5カ所に設置
された緊急情報を知らせるサイレンです。サイレンの意味を知ることで、
いち早く情報を入手することができます。

 
種 類 サイレン信号の意味 サイレン信号 回数

近火信号 ３秒吹鳴 ２秒休止火災発生現場付近の住民に注意を呼び掛ける ５回

出場信号 5秒吹鳴 6秒休止消防団員に火災出動を知らせる ５回
 

5秒吹鳴 6秒休止
予想される津波の高さが１メートルを超え、
３メートル以下のときに住民に避難を呼び掛ける 連続

大津波
警報

津波警報

60秒吹鳴 5秒休止
洪水発生の恐れがあるため危険区域内の
居住者に避難のための立ち退きを知らせる 3回避難信号

３秒吹鳴 ２秒休止予想される津波の高さが３メートルを超える
ときに住民に避難を呼び掛ける

連続
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いち早く
避難所へ

海トラフ地震が発生した場合は、市の
職員を派遣し、避難所の安全確認を
行った上で、56カ所の収容避難所を優

先的に開設します。市では、収容避難所のうち、
津波からの避難者が数多く集中することを想定
した避難所を津波対応収容避難所と位置づけ、
食料などの備蓄物資の強化や停電対策などを進め
ています。地震時は避難所へ！

南

津波浸水予測区域周辺にある避難施設

 

 

 

 

  

南海トラフ地震発生時の津波からの避難フロー
南海トラフ
地震発生

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

  

 
 
 
 

※南海トラフ地震時に優先的に開設する津波浸水予測区域外の避難所56カ所…小学校24校（長太・若松・愛宕・白子・
鼓ヶ浦・栄小学校を除く）、中学校6校（大木・鼓ヶ浦・創徳・白鳥中学校を除く）、公民館25カ所（長太・若松・愛宕・白子・
鼓ヶ浦・栄公民館を除き、ふれあいセンターを含む）、市武道館

揺れから身を守る行動を揺れから身を守る行動を

2～3分後

津波浸水予測区
域 に 避 難 指 示
（緊急）発令

津波が来る
までに津波
浸水予測区
域外へ避難
を完了

気象庁：大津波・津波警報の発表
（伊勢・三河湾）

間に合わな
い場合は、近
くの津波避
難ビル、高台
へ緊急避難津波浸水予測区

域外の避難所56
カ所を優先的に
開設

避難対象地域（津波浸水予測区域7地区75町・丁目） 周辺の津波対
応収容避難所

緊急避難場所（逃げ遅れたときに一時的
に緊急避難する場所）

長太小学校、ビジネス旅館はな房、マックス
バリュ長太の浦店、グランツ、ほうりん認定
こども園、長太旭町三丁目公園、大木中学
校、若松小学校、プラージュなごみ、ひば
りヶ丘東公園、海の見える岸岡山緑地、富
士見ヶ丘公園、愛宕公園、愛宕小学校、江島
総合スポーツ公園、白子小学校、白子高校、
鼓ヶ浦小学校、鼓ヶ浦中学校、鈴鹿市子育
て応援館、白子駅西自転車駐車場、白子ス
トーリアホテル、ホテルグリーンパーク鈴
鹿、白子ショッピングタウンサンズ立体駐
車場、OCEAN TERRACE、HOWAビル、
コンフォートホテル鈴鹿、ヒオキビル、マル
ヨビル（南部博税理士事務所）、フォレスト
白子、第一さくら幼稚園、鈴鹿サーキット駐
車場、栄小学校、潮風の街磯山（市営住宅）、
鈴鹿シルバーケア豊壽園

一ノ宮 一ノ宮小学校
神戸中学校

北長太・南長太町、長太新町一～四丁目、長太
旭町一・二丁目、長太旭町四～六丁目、長太栄
町二～五丁目

 
白 子

東江島・中江島・南江島・江島本町、白子町、
白子本町、白子駅前、白子一～四丁目、寺家
町、寺家一～八丁目

 箕 田 箕田小学校

玉垣小学校
千代崎中学校 

市武道館
旭が丘小学校 
白子中学校
稲生小学校
郡山小学校
天名小学校
天栄中学校

中箕田・下箕田町、下箕田一～四丁目、北堀
江町、北堀江一・二丁目、南堀江二丁目

 若 松 北若松・中若松・南若松町、若松北一～三丁目、
若松東一～三丁目、若松中一・二丁目

 栄 五祝・秋永・磯山町、磯山一～四丁目、東磯
山一～四丁目

 玉 垣 柳・土師・岸岡・北玉垣・東玉垣町

 稲 生 稲生町、稲生塩屋一・二丁目

津波対応収容避難所
津波避難ビル（公共12）
津波避難ビル（民間16）
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想定震源域またはその周辺で異常な現象が観測され、
気象庁が南海トラフ地震臨時情報（調査中）を発表

国：異常な現象を評価

気象庁：評価結果を発表
評価結果：巨大地震注意
想定震源域またはその周辺でM7
クラスの地震が発生（一部割れ）
※プレート境界で異常なゆっくりすべ
りが観測されても発表されます。

評価結果：巨大地震警戒
想定震源域のプレート境界でM8
以上の地震が発生（半割れ）。
1週間以内に巨大地震が発生
する恐れが一気に高まります。

　　　　　　の場合は、津波
浸水予測区域に対して1週間
の事前避難が呼び掛けられ
ます。

　　　　　　  の場合
は、地震への備えなど
防災対応が呼び掛け
られます。

防災危機管理課
小林 和人

かずと

巨大地震注意巨大地震注意

巨大地震警戒巨大地震警戒

南海トラフ地震

臨時情報

海トラフ地震が発生する
恐れが高まった場合に、
気象庁が「南海トラフ地

震臨時情報」を発表します。
　この情報が発表された場合は、こ
れから発生する地震から身を守るた
めの事前の対応が必要になります。

南

臨時情報が発表されるとき臨時情報が発表されるとき

発表される内容発表される内容

　これまで100年から150年程度の周期で発生している
東海地震、東南海地震、南海地震は、南海トラフ地震想定震
源域の東側と西側で、時間差で発生した事例がありました。
　このように、例えば南海トラフ沿いの西側で地震が発生し、
東側で後発地震が発生する恐れが高まった場合などで、
南海トラフ地震臨時情報が発表されます。

　南海トラフ地震の想定震源域または
その周辺で異常な現象が観測された
場合、気象庁が南海トラフ地震と関連
するかどうかを調査します。その調査
と国の評価の結果に基づき、気象庁は
南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警
戒）または南海トラフ地震臨時情報
（巨大地震注意）を発表します。
※いずれも該当しない場合は、南海トラフ
地震臨時情報（調査終了）が発表されます。

慶長地震（M7.9）  

宝永地震（M8.4）  

安政南海地震（M8.4）  
安政東海地震（M8.4）

南海地震（M8.0）  
（M7.9）

1605年

1707年

1854年

1944年
1946年

東南海地震

南海地震 東海地震東南海地震  

時間差：2年 

時間差：32時間 

西側（和歌山～九州） 東側（三重～静岡） 

  

想定震源域

より沖合領域

東 側

西 側
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臨時情報が発表されたら臨時情報が発表されたら
　市は災害対策本部を設置し、避難所
を開設するとともに、情報伝達手段を
使って、地震情報や防災情報などをお知
らせします。
　また、「巨大地震警戒」が発表された
場合は、津波浸水予測区域のうち、高齢
者等事前避難対象地域に対して、避難
準備・高齢者等避難開始を発令します。
　避難に時間がかかる高齢者など配慮
が必要な方は、1週間は安全な場所へ避
難を、また、それ以外の方は、必要に応
じて自主避難してください。

臨時情報発表により開設する避難所臨時情報発表により開設する避難所
　「巨大地震警戒」が発表された場合、発表から1週間（巨大
地震警戒対応期間）と、さらにもう1週間（巨大地震注意対応
期間）の合わせて2週間、31カ所の避難所を開設します。
　また、「巨大地震注意」が発表された場合は、発表から1週間
（巨大地震注意対応期間）、公民館19カ所と市武道館を避難所
として開設します。避難の際は、各自、食料や飲料水、寝具など
をご持参ください。

津波浸水予測区域の
高齢者等事前避難対象地域

津波浸水予測区域の外の開設避難所
小学校体育館　7カ所 一ノ宮、箕田、玉垣、旭が丘、稲生、天名、郡山
中学校体育館　4カ所 神戸、千代崎、白子、天栄

公民館　19カ所

市武道館

国府、庄野、加佐登、牧田、石薬師、稲生、飯野、河曲、箕田、玉垣、
神戸、天名、合川、井田川、久間田、椿、深伊沢、鈴峰、庄内

地 区 地 域
一ノ宮 長太新町二丁目
白 子 白子一・二丁目、白子本町
栄 東磯山一～四丁目、磯山一～三丁目

※高齢者等事前避難対象地域は、国が示す災害時
要援護者の歩行速度（毎秒0.5m）に基づき、本市
の津波到達時間約60分から避難開始までにかか
る時間10分を引いた50分において歩行できる距
離を1,500mとし設定

▲避難所として開設する市武道館

 
   

   巨大地震警戒対応

内陸の地域

避難所の開設

高齢者等事前
避難対象地域

・避難の準備をし、
 必要に応じて自
 主避難
・避難に時間がか
 かる高齢者など
 配慮が必要な方
 は避難

地震発生の可能
性がなくなった
わけではない
ことに注意し
ながら、通常の
生活を行う※津波浸水予測

区域の外まで
の歩行距離が
1,500m以上
ある地域

津波浸水予測区域

通常の生活に戻る巨大地震注意対応防災対応対象地域

 
・地震への備えを再確認することなど地震に警戒し生活

 

 

・必要に応じて自主避難
 

 

 

 
 

・非常持ち出し袋はすぐに取り出せる
　場所に用意  

 
 

・部屋の整理・整頓をする 

・枕元には懐中電灯・靴を置いておく 

・家族との集合場所を決める 

 津波浸水予測区域の外の避難所31カ所を開設 

南海トラフ西側で地震が
発生してから 1週間まで 2週間以降1～2週間

【巨大地震への備え】
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戸口孔二さん
鈴鹿地区みえ防災コーディネーター

よし じ

地震への
備 え 方

海トラフ地震では、地震
発生時に自分自身で命を
守る行動が求められます。

いざというときに迅速に避難行動を
とるにはどうすればよいか、鈴鹿地
区みえ防災コーディネーターの戸口
さんにお話しを伺いました。

南

防災マップで浸水予測区域の確認を

防災マップで浸水予測区域の確認を

　地震の備えで大切なことは情報です。山側
の人と津波の話をすることがありますが、『わ
しらには関係ない』と言われる。もし、白子で
買い物をしているとき、南海トラフ地震が発生
したらどうなりますか。逃げる場所が分からな
ければ、命を失うことになるかもしれません。
自分の住む地域を確認することはもちろん大
切ですが、どのあたりまで津波が来るのかを
知っておくことも必要です。皆さん、防災マッ
プで確認していただきたいですね。

備えはできていますか？
　備えは命があってからこそのものです。地震
があったときは、まずは命を守る行動をとって
ください。そのために、逃げる備えが欠かせま
せん。夜間でもすぐに逃げられるよう、枕元に
「くつ」や「ヘッドランプ」を用意しておいてほし
いですね。
　また、備蓄品は、本当に必要なものかどうかを
考え、用意していただきたいです。私は、水とお米
が大切と思っています。万が一に備え、ご飯が炊
けるように、卓上ガスコンロも備蓄していますよ。

災害に備えて、最低3日分、できれば1週間分の
備蓄を準備しておきましょう。

水・非常食

防災備蓄品などのチェックリスト

飲料水（1人１日3ℓ）

非常食

生活用品

懐中電灯

携帯電話・
バッテリー

携帯ラジオ

ビニール袋

毛布・寝袋

傘・カッパ

ブルーシート

トイレットペーパー

タオル

歯ブラシ

スプーン・はし

ラップ・アルミホイル

カセットコンロ・ボンベ

　そのほかにも、薬や
女性用品など、個々に
応じた備蓄もプラスし
ましょう。
　その他の防災備蓄
品については、二次元
コードを
ご覧くだ
さい。

皆さん！
備えは万全で

すか？
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家具や大型家電は固定を
　南海トラフ地震では、津波より先に激しい
揺れが襲うため、建物の倒壊、家具の転倒
による被害が懸念されます。阪神淡路大震
災のときも、多くの方が建物や家具の下敷
きになって亡くなっています。また、けがを
した場合、避難ができないこともあるで
しょう。やはり、家具や冷蔵庫などの大型
家電は、転倒防止対策を行ってほしいです。
また、古い家にお住まいの方は、市の補助
制度などを活用して、耐震補強をしていた
だきたいですね。 ※耐震診断の結果、倒壊する可能性が高いと判

断された場合は、耐震補強工事や除却工事の
補助が受けられる場合があります。

昭和56年5月31日以前に建て
られた旧耐震基準の木造住宅

結果と説明、補強工事概算費
用などをアドバイス

電話で防災危機管理課へ

危機意識を持ち続けてほしい
　地震などへの防災意識も、大きい地震が
発生すると高まりますが、時間とともにその
意識も低下していきます。その結果、備えが
おろそかになって、いざというときに困る
結果につながります。
　近年、地震だけでなく、ゲリラ豪雨、台風
による大災害が毎年のように発生していま
す。私は、鈴鹿で大きな被害がないことは
たまたまだと思っています。いつ私たちの身
に起こっても不思議ではありません。
日頃から、防災マップ
を見る、備蓄をしっ
かりしておく。その
備えが大事ですね。

家具の転倒 防止
対策は不可欠

冷蔵庫などの大型家電も
しっかりと固定する

木造住宅
耐震診断
事業

電話で防災危機管理課へ

居間や寝室など利用頻度が高い部屋の家具
について、1戸あたり3カ所の家具を固定

・65歳以上の高齢者のみの世帯
・身体障害者手帳（1～3級）の交付を受けて
いる方

・療育手帳Aの交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受
けている方

・要介護認定3以上の方

家具固定
事業

▶

◀

　市では、家の耐震性を無料で
診断しています。

　市では大工さんを派遣し、
無料で家具を固定しています。

災害用伝言ダイヤル

　大規模災害時には、専用ダイヤル（171）に
電話番号を登録することで、声の伝言板として
使用できます。ぜひ活用しましょう。
※毎月1日と15日に体験利用ができます。

録 音

再 生

171 + 1 + 電話番号

171 + 2 + 電話番号

対象住宅

診断結果

申 込 み

対 　 象 （いずれかに該当する方）

内 　 容

申 込 み
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地 震 へ の
地域の備え

成7年に発生した阪神淡路大震災。一番多くの人命
を救ったのは、消防でも警察でも自衛隊でもなく、
地域の皆さんでした。

　自分たちの地域は自分たちで守る。この思いで活動する
自主防災隊など、災害に備えた地域の取り組みの積み重ね
が、いざというとき、地域の住民同士が円滑に助け合う力と
なり、命を守るカギとなります。
　市防災危機管理課にも、地域の備えについて相談が寄せら
れています。ここでは、よくある悩みについて、先進的な取り組
みを行う皆さんに答えていただきました。

平

　地域の防災力の向上には防災訓練
が欠かせません。私たちは、訓練に子ど
もたちが楽しめる催しを行っています。

　子どもの参加が増えれば、
親の参加が期待できます。
訓練以外の楽しみを作って
みてはいかがでしょうか。

お
悩
み
防災訓練を行っても、皆さんに参加
いただけません。どうすればよいですか？

　昨年、自主防災隊を結成した
ところ、思っていた以上の加入率
でした。一人一人が防災意識を
持っていたんだと感心しました。
　不安もあるでしょうが、ぜひ
結成してみてください。きっと
皆さんに参加いただけますよ。

お
悩
み

自主防災隊を結成したいけど、皆さん
に参加していただけるか不安です・・・

　私たちの地域では、市の避難所開設
が遅れてしまうことや沿岸部の避難者
の受け入れを想定し、避難所開設マ
ニュアルを作成したり、本番を想定した
訓練を行っています。
　これらの取り組みによって、地域でスムーズ

に開設ができるようになりました。
訓練のやりすぎはないと思います。
ぜひ地域で開設訓練をやって
みてください。

お
悩
み

大地震のとき、地域で避難所が開設
できるのか心配です・・・

　市では、地域の自主防災隊の結成時に、防災倉庫と防災資機材を整備しています。
また、防災資機材の修繕や防災啓発活動などの費用の一部を補助しています。

　稲生地区でも、コロナ禍により毎年
行っている訓練を中止にしました。その
代わりに自助力向上を狙って、自治会
単位で消火栓や消火器の取り扱い訓練
を行ったり、各家庭に家具固定などの
安全対策を呼び掛けたりしました。

　今後は感染症対策を盛り込ん
だ訓練を行っていきたいと考えて
いますので、参考にしてください。

お
悩
み

新型コロナウイルスもあって、大勢が
参加する訓練ができません・・・

西玉垣町自主防災隊
隊長  夏目泰汪さん

西新町自主防災隊
副隊長  鷲見保俊さん

旭が丘小学校避難所
開設初動隊
隊長  小林　哲さん

夢ある稲生
まちづくり協議会
自主防災委員長  鈴木五郎さん

防災危機管理課へ

申込み・問合せ自主防災隊への市の支援

やすひろ

さとし

す　み やすとし
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神戸地区自治会長会
副会長  赤坂茂樹さん

　私も、各団体の連携を不安に思っていた
一人です。このため、昨年、地区の自主防災
隊、自治会、民生委員、消防団に呼び掛け、
小学校での避難所開設訓練と公民館での
情報伝達訓練を同時に行いました。
　訓練にあたっては、右の表のように各団体の
役割を明確化させておくこと。公民館に設置さ
れた防災無線や災害時要援護者台帳、消防団
の消防無線を活用することをテーマにしました。
　各団体が連携して要援護者の安否情報の収
集や安否確認を行うことで、問題点の発見や、
連携力の向上につながったと思います。
　連携意識の向上には、とにかくま
ずは訓練をやってみること。また、
訓練を繰り返すことが大切だと
思いますよ。

お
悩
み
災害に備えて、地域で活動してる各団体が
連携するにはどうすればいいでしょうか？

避難所開設訓練避難所開設訓練

　災害の備えの基本的な考え方に、自分や家族
で取り組む自助、地域で協力して取り組む共助、
行政が取り組む公助があります。
　南海トラフ地震のような大規模災害では、自
助・共助・公助が力を合わせた総合力で備え
る必要があります。
　市では、地域や学校、
企業・団体などで、災害
の知識や備えなど、地
域の特性に合わせた出
前講座や図上訓練の実
施、防災訓練の企画・支
援を行っています。
　自助・共助の取り組み
強化のきっかけとして、
ぜひご活用ください。

危機管理部
部長 山本　浩

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

情報伝達訓練の役割一覧

  

 
 

地域の訓練担当の役割

自治会長会会長

民生委員

市神戸担当職員
自主防災隊

地区の自主防災隊代表

消防分団長（神戸分団）

消防分団（神戸分団）

待機場所

安否不明の要援護者役（自治会員） 自 宅
担当の民生委員

（公民館へ捜索の要請） 見回り

自 宅
詰 所

神戸
公民館

公民館の
情報収集
チーム

安否確認
（捜索）

　南海トラフ地震に備え、栄地区の皆さんと
市、防災関係機関が連携した地震防災訓練
を開催します。
と　き　11月15日㈰ 9時30分～12時
ところ　天栄中学校（秋永町1839）
内　容　コロナ禍での南海トラフ地震を想定
した津波避難訓練・避難所開設運営訓練・
救護所開設運営訓練、防災啓発ブースや
地震体験車、消防・警察・自衛隊の特殊車
両の展示、子ども向けスタンプラリー など

栄地区地震防災訓練に
ご参加ください！

※会場受付での体温測定や名簿の記入、マスクの着用
　や手指消毒が必要です。
※訓練当日６時の時点で市内に気象警報などが発表
　された場合は、１２月６日㈰に順延します。この内容は、
　市ホームページに掲載します。
※訓練会場には駐車場がないため、栄小学校駐車場を
ご利用ください（送迎バスあり）。
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