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「出水期」に備えて いざ準備

広 報 す ず か

令和3年（2021年）

No.1583

7
5

特 集



いざというときに備えて、事前に準備すべき5つのステップを紹介します。

▲鈴鹿市防災マップ

台風により浸水した鈴鹿川河川敷台風により浸水した鈴鹿川河川敷

近年、全国的に台風や集中豪雨による被害が発生している状況の下、今年度から災害対策基本法が改正

され、避難指示・避難勧告の一本化が行われるなど、避難情報についての大きな変更がありました。

間もなく到来する台風シーズンを前に、新しい避難情報への対応や新型コロナウイルス感染症対策を

踏まえた避難方法など、「事前の備え」についてお伝えします。

近年、全国的に台風や集中豪雨による被害が発生している状況の下、今年度から災害対策基本法が改正

され、避難指示・避難勧告の一本化が行われるなど、避難情報についての大きな変更がありました。

間もなく到来する台風シーズンを前に、新しい避難情報への対応や新型コロナウイルス感染症対策を

踏まえた避難方法など、「事前の備え」についてお伝えします。

地域の危険箇所をあらかじめ確認ステップ１

「
出水期」 に備えて いざ準備

「
出水期」 に備えて いざ準備
～危険を感じたら早めの避難を～～危険を感じたら早めの避難を～

●鈴鹿市防災マップ

●鈴鹿市内水ハザードマップ

●津波ハザードマップ

●高潮浸水想定区域図

※上記のマップは、鈴鹿市ホームページ
（　 https://www.city.suzuka.lg.jp/safe/index2.html）で確認できます。

・・・・・河川氾濫、土砂災害の危険を確認

・・・・・・・内水氾濫の危険を確認

・・・・・・・・・・・津波浸水の危険を確認

・・・・・・・・・・・高潮浸水の危険を確認

【ハザードマップなどを活用し、地域の危険箇所をあらかじめ確認しておきましょう】

【危機管理型水位計で、河川氾濫の危険度を確認しておきましょう】

　危険水位や氾濫開始水位など川の増水の状況は、国土交通省

「川の水位情報」や「川の防災情報」のページで確認で

きます。川の水位が上がってきたら、早めに安全な場

所へ避難しましょう。

※危機管理型水位計のアイコンの色で現在の川の水位が確認

できます。また、アイコンをクリックすると、水位が表示されます。

「川の水位情報」
二次元コード

アプリを活用しよう！

気象警報の発表基準・避難情報の発令基準を確認

避難情報の収集手段を確認

気象警報の発表基準

市では、さまざまな情報伝達方法で、避難情報や避難所開設情報などを発信しています。

自分に合った情報入手手段を考え、情報を収集できるように備えましょう。災害時には不測の

事態が発生します。そのため、複数の手段で情報が入手できるようにしておくことが大切です。

ライブカメラで、市内22カ所

の道路や川の状況が確認で

きます。

●携帯電話へ配信される緊急速報メール　●市ホームページ　●市Ｆａｃｅｂｏｏｋ

●市Ｔｗｉｔｔｅｒ　●市メルモニ災害メール　●防災スピーカー

●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）

●ケーブルテレビ（緊急情報）

　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
難情報等の判断・伝達マニュア
ル」に基づいて、避難情報を発
令しています。

防災気象情報は、下記ホーム
ページで簡単にチェックするこ
とができますので、あらかじめ
ご確認ください。

●注意報（大雨、洪水、強風、高潮など） 災害が発生する恐れ
があるときに、注意を呼び掛けるために行う予報

●警報（大雨、洪水、暴風、高潮など） 重大な災害が発生す

る恐れがあるときに、警戒を呼び掛けるために行う予報

●特別警報（大雨、暴風、高潮など） 重大な災害が発生す

る恐れが著しく高まったときに、最大級の警戒を呼び掛ける

ために行う予報

避難情報の発令基準

●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（河川の洪水浸水想定区域）に対して発令

●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）に対して発令

●高潮浸水　台風接近に伴う気圧の低下による海面の上昇
と、強い風による海岸への海水の吹き寄せにより、高潮被害

の危険性が高まった際に、高潮浸水想定区域に対して発令

◆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/index

このような手段で情報収集を！

（株）ケーブルネット鈴鹿

「CNSコネクト」
アプリをダウンロードし、地域の設定をすればすぐ

に利用できます。鈴鹿市からの緊急情報を確認し、

災害時などに活用しましょう。

Yahoo!防災速報

現在停電している地域が、マップで一目で分かります。また、

停電の発生規模や復旧情報も確認できます。

中部電力パワーグリッド（株）「停電情報お知らせサービス」

ステップ3

ステップ2

※避難所の開設状況については、市のホームページをご参照ください。

避難情報を確認し、速やかな避難行動へステップ4

◆避難の方法

　5月20日の新しい避難情報の適用により、避難勧告・避難指示が一本化され、避難勧告が廃止

されました。間もなく到来する台風シーズンに備えて、新しい避難情報で行動するようにしましょう。

小・中学校や公民館などの避難所へ行くことだけが避難ではありません。「避難」とは「難」を

「避」けることで、下記の4つの行動があります。事前にハザードマップを活用し、自宅が安全かど

うか、どのタイミングでの避難行動が的確かなど、事前に確認しておきましょう。

鈴鹿市が指定した避難場所への

立ち退き避難

マスクや消毒液、体温計、スリッパな
どを携行しましょう。

安全な親戚・知人宅への

立ち退き避難

この「3つの条件」が

確認できれば、自宅に

留まって安全を確保

することも可能です。

1.家屋倒壊等氾濫想定
区域に入っていない

2.浸水深より居室が高い
3.水がひくまで我慢でき、

水・食糧などの備えが
十分にある

ハザードマップで安全かどうかを確認
し、普段から相談しておきましょう。

安全なホテル・旅館への

立ち退き避難

宿 泊 料が必 要です。ハザードマップ
で 安 全かどうかを確 認し、事 前に予
約・確認しましょう。

屋内安全確保

ハザードマップで「3つの条件」を確
認し、自宅にいても大 丈 夫かを確 認
しましょう。
※土砂災害の危険がある区域では、立

ち退き避難が原則です。

1
新しい

避難情報等

発表・発令
の状況

今後気象状況悪化の
恐れ

主な
情報収集方法

インターネット
（気象庁のホームページ）

テレビ、ラジオ、
インターネットなど

テレビ、ラジオ、
インターネットなど

テレビ、ラジオ、
インターネットなど

テレビ、ラジオ、
インターネットなど

状況に応じて
小学校体育館を追加

状況に応じて
小学校体育館を追加

取るべき
行動

災害への心構えを
高めましょう。

自らの避難行動を
確認

危険な場所から
全員避難

命が危険です。
直ちに安全の確保を

難
避
ず
必
に
で
ま
４
ル
ベ
レ
戒
警

発表・発令者 気象庁 気象庁 鈴鹿市 鈴鹿市 鈴鹿市

+ + +

+ +

気象状況悪化 災害の恐れあり 災害の恐れが高い 災害発生または切迫

早期注意情報 大雨・洪水・
高潮注意報

危険度

高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保

2 3 4 5

危 険な場 所から高 齢
者等は避難
※ 高齢者等以外の方
も、必要に応じ普段
の行動を見合わせ
始めたり、危険を感
じたら自主的に避
難しましょう。

開設している
避難所 ー ー

・地区市民センター併
設公民館20カ所

・単独公民館3カ所
）宕愛、戸神、宮ノ一（ 

・小学校体育館４カ所
（ 長 太 、箕 田 、白 子 、
鼓ヶ浦）

・地区市民センター併
設公民館20カ所

・単独公民館3カ所
）宕愛、戸神、宮ノ一（ 

・小学校体育館4カ所
（ 長 太 、箕 田 、白 子 、
鼓ヶ浦）

・地区市民センター併
設公民館20カ所

・単独公民館3カ所
）宕愛、戸神、宮ノ一（ 

・小学校体育館4カ所
（ 長 太 、箕 田 、白 子 、
鼓ヶ浦）

※ 気象警報（大雨、洪
水、暴風、高潮）発
表時に開設します。

新型コロナウイルス感
染症対策として、令和
3年度は小学校体育館
6カ所（国府、加佐登、
牧田、若松、稲生、栄）
を追加

新型コロナウイルス感
染症対策として、令和
3年度は小学校体育館
6カ所（国府、加佐登、
牧田、若松、稲生、栄）
を追加

新型コロナウイルス感
染症対策として、令和
3年度は小学校体育館
6カ所（国府、加佐登、
牧田、若松、稲生、栄）
を追加

※ 気象警報（大雨、洪
水、暴風、高潮）発
表時に開設します。

「3つの条件」とは？

避難所を適宜消毒します

避難所が密となった場合は、感染症対策

として段ボール間仕切りを活用します

避難所では感染症対策を

防災クイズに挑戦！

ステップ5

ステップ5

　市では、安心して避難所を利用いただけるよう、受付時の検温や消毒など、避難所での感染症

対策を実施します。また、警報発表後に開設された避難所については、市ホームページで避難所

の混雑状況を公開しますので、ご活用ください。

なお、避難所での「3つの『密』」をできるだけ避けるため、市民の皆さんには、「3つのお願い」

へのご協力をお願いします。

　ステップ1から5のように、大規模災害に備えて、地域の危険箇

所や避難情報について確認しておくことも重要ですが、いつ災害

が起きても対応できるよう、心の準備も必要です。

　市では、災害に対しての正しい知識を持ち、日頃から備えてい

ただけるよう、防災啓発事業を行っています。防災出前講座をは

じめ、さまざまな啓発を実施していますが、新型コロナウイルス感

染症などの影響から、中止となるケースが多くあります。

このような状況の中、少しでも防災について学んでいただけ

るよう、子ども向けの防災クイズを作成しました。鈴鹿市公式

YouＴubeでご覧いただけますので、ぜひご覧ください。

□マスク　□消毒液　□手拭き用ペーパータオル　□ハンドソープ

□ティッシュペーパー　□ごみ袋　□体温計　□常備薬　□お薬手帳

□上着・肌掛け　□上履き・スリッパ　□ゴム手袋　□ばんそうこう・ガーゼ・コットン

□紙おむつ　など

自宅が安全な場所かどうかを防災マップで確認し、
自宅での安全確保が可能な場合は、できるだけ自
宅で待機してください。

感染症対策用品　非常持ち出し品チェックリスト

3つのお願い

1

親類や知人の家など、避難所以外の安全な場所へ
の避難をご検討ください。2

避 難 先 が 確 保できな い 場 合や 緊 急を有 する場 合
は マ スクを 着 用 す る など 、各 自 で 感 染 症 対 策 を
行った上で、開設している避難所へ早めに避難して
ください。

3

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

防災危機管理課 藤田　祥
ふ じ た　 しょう

大人の方も、

ぜひ               を！

1
プラス

+

チャレンジ

https://www.city.suzuka.lg.jp/safe/index.2.html
https://k.river.go.jp/?zm=8&clay=35.75765724051559&clon=137.04620361328128&t=0&dobs=1&drvr=1&dtv=1&dtmobs=1&dtmtv=1
https://www.sabo.pref.mie.jp
https://www.river.go.jp/index
https://apps.apple.com/jp/app/cns%EF%BC%85E
https://apps.apple.com/jp/app/cns%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%83%88/id1257057287
https://apps.apple.com/jp/app/%E5%81%9C%E9%9B%BB%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9/id1359030579
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.chuden.chudenAppliDenkinomadoguti&hl=ja&gl=JP
https://www.youtube.com/watch?v=VkhRSmiwpJ8&feature=youtu.be
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https://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/safe/covid19/cvsesshu.html
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https://suzuka.secure.force.com/


　現在の計画では、公共建築物の保有量（延床

面積）を計画の始期から20年間で5％縮減するこ

とを目標としていますが、改定後は計画期間の延

長に伴い、令和33年度までの36年間で18％縮減

することを目標とします。

　縮減目標については計画期間における人口の

減少率（18.4％）に合わせています。人口減少率

に合わせて、公共建築物の縮減を進めることで、

年度ごとの人口一人当たりの負担額をおおむね均

等にすることができます。また、延床

面積については現在の水準の維持

が可能となるため、市民サービスを

維持するとともに、収支レベルのバ

ランスを保つことが可能になります

（図1）。
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M a c h i k a d o  S h o t

4月7日㈬

TOKYOへ！
走った つないだ 聖火リレー

　7月23日（金・祝）に開幕する「東京2020オリン

ピック」を前に、市内で57年ぶりの聖火リレーが行

われました。

　雲一つない晴天の下、鈴鹿青少年の森、鈴鹿

サーキットなど全18区間をつないだ26人のラン

ナーたち。沿道に駆け付けた観客の皆さんから、

拍手によるエールが送られていました。

頑張れ！



内容／仕事関係や人間関係など、悩み
を持つ方の相談を受け付けています。
企業勤務、大学講師の経験を生かし、
精神的なバックアップやアドバイスを
します。　相談料／無料　※詳しくは
電話でお問い合わせください。

対象／本人、家族、関心のある方ど
なたでも　とき／7月14日㈬13時～
15時　ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／悩み相談、情報交換、
介護家族との交流　参加料／100
円

対象／どなたでも　とき／火・木・土曜日
19時～21時　ところ／市武道館または神戸
高校ほか　内容／元気に楽しく礼法と受
身を身に付けて、相手を思いやる気持ちと
強い体を作りましょう。　申込み／電話ま
たはホームページ(鈴鹿錬成会で検索)で

対象／0歳からシニアまで　とき／7月13日㈫、
18日㈰10時～11時　ところ／文化会館　
内容／英語だけでなく多言語で、ことばと
心を育てる講座です。ワークショップで
実際に多言語体験もできます。　参加料／
無料　申込み／電話または電子メールで

とき／7月13日㈫10時～11時45分　
ところ／社会福祉センター2階　大会
議室(神戸地子町383-1)　参加料／
500円　申込み／申込専用ページ
(　 https://forms.gle/LMsJooFWLMSB5bzV8)
で

とき／8月4日㈬～7日㈯9時～17時
(最終日は16時まで)　ところ／市役所
本館1階　市民ギャラリー　内容／
原爆の被害を示すパネルなどを展示
し、核兵器の廃絶を目指します。

対象／園児～小学生　とき／7月17日
㈯～9月11日㈯9時30分～11時30分
(全10回)　ところ／図書館江島分館2
階　内容／ゆかたを着て礼儀作法を
学びましょう。　参加料／無料

対象／どなたでも　とき／7月14日㈬・
15日㈭9時45分～12時　ところ／文化
会館　内容／塗装工事の前に消費者
が知っておくべき知識を分かりやすく
説明します。　参加料／無料　申込み
／電話で

とき／8月1日㈰(雨天時は8日㈰)　集
合／矢田部公園（市役所西側）9時　
内容／長太の大楠を訪ねて(6km)　
参加料／200円　※自由参加で、弁当
不要です。初参加者も歓迎します。

とき／毎月第4木曜日10時30分～12時　ところ／
ほのぼのハウス(中旭が丘4-7-2)　内容／Jゴスペ
ルという日本人のためのオリジナルゴスペルで愛を
テーマに歌っています。年齢を問わず誰でも参加
できます。　参加料／100円　申込み／電話で
※キーボードが弾ける方を歓迎します。

とき／7月15日㈭10時から、13時30分か
ら(別日相談可)　ところ／らららカル
チャー(南江島町9-10)　内容／花でサ
マーリースを作ります。　参加料／1,500
円（材料代込）　持ち物／マスク　定員
／各回10人　申込み／電話で

一次試験／9月26日㈰　申込み／7月
20日㈫から29日㈭までに、インター
ネットで　※詳しくは、「海上保安庁採用サ
イト(　https://www.kaiho.mlit.go.jp/
recruitment/admission/jcgs.html)」
をご確認ください。

重田隆康　372-1951

下野和子　　370-4620

鈴鹿錬成会
　090-7609-2450　 384-3741

ヒッポファミリークラブ(村口)
　0120-557-761  　siori.s11999@gmail.com

こんぺいとう堀井
　　sas.tapopo@gmail.com

原水爆禁止鈴鹿協議会
足立　 374-3174

今村慶子
　383-1740　090-1982-6651

(一社)市民講座運営委員会　
　0120-689-419

鈴鹿市民歩こう会
鈴木利昭　080-1611-9264

安田　090-9915-6972

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団
かさい　090-7048-8120

四日市海上保安部
管理課　357-0118

しげ    た

うつ・心神不安定・
自信喪失の方の相談室

認知症の人と
家族の会のつどい

鈴鹿錬成会柔道教室
生徒募集

7カ国語で話そう
魅力講座とワークショップ

最重度の息子たちの
シェアハウス暮らしとその後

原爆と人間展

鈴鹿市和装礼法
こども教室

屋根・外壁塗り替え
セミナー

鈴鹿市民歩こう会
参加者募集

ロバの子旭が丘
Jゴスペルクラブ

花を楽しむ時間
「サマーリース」

海上保安学校
4月入学生募集

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文
80文字程度

●申 込 み ／7月12日㈪から16日㈮ま
でに、郵送、ファクスまたは電子メール

（〒513-8701  住所不要、　382-2219、
johoseisaku@city.suzuka.lg.jp）

で情報政策課へ。なお、確認のため、
郵送・ファクス・電子メール送信後は、
タイトル・氏名・電話番号を電話で情
報政策課（　382-9036）へご連絡く
ださい。

●注意事項／営業、政治、宗教活動
と認められるものは、お断りします
(企業・自営業者の活動を含む) 。
※当事者間のトラブルについて、市は一
切関与しません。

※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事
に限ります。

次回の募集は
９月５日号掲載分です

新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、当面の間、窓口で

の受け付けを中止します。

https://www.kaiho.mlit.go.jp/recruitment/admission/jcgs.html




http://www.s-bunka.net/
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http://www.s-bunka.net
https://www.courts.go.jp/saiyo/index.html
https://www.sonpo.or.jp/news/caution/ctuevu00000054tc-att/hokenkingatsukaeru.pdf
https://www.city.suzuka.lg.jp/topics/files/4968.html


https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=152
https://www.deaf-mie-center.com/
https://www3.jeed.go.jp/mie/poly/
https://suzuka-jobnavi.com/


https://www.suzuka-ct.ac.jp/
https://www.suzuka-ct.ac.jp/general/jeneral_index/event/
https://www.suzuka-ct.ac.jp/


　日本の四季の豊かさを表す言葉としてよく

用いられる「二十四節気」や「雑節」。この内、暦

の上で梅雨入りを示す「入梅」は、6月11日ごろ

とされていますが、今年の東海地方は5月16日

に梅雨入りしました。統計史上2番目に早い記

録だそうです。近年、全国各地で記録的な大雨

や猛暑などによる被害が出ており、昔からの気

象への概念が崩れつつあるように感じます。

　今回の特集では、災害に備えるための準

備すべき点について、段階的に5つのポイン

トに分類して紹介しました。この5月から適用された新し

い避難情報や危機管理型水位計の活用など、今知ってい

ただきたい情報ばかりです。

　今までの常識には収まらない現在の気象状況とはいえ、

これからも変わらない肝心なこと。それは「事前の備え」

に他なりません。皆さんも日頃からの備えを万全にしてお

きましょう。（正）

　田中健児さん（38歳、算所）が鈴鹿サーキットでF1を初観戦

したのは1988年で、なんと5歳のときでした。そこから熱狂的

なF1ファン、4輪モータースポーツファンへとまっしぐら。長じ

て田中さんはアーティストの道へ。独学で伊勢型紙をマスター

し、F1などを題材とした多くの作品を創り上げました。田中さ

んの部屋にはF1鈴鹿日本GPの歴代優勝者やマシンを精密に

彫り描いた作品がずらりと並んでいます。しかも、それらの多

くがドライバーのサイン入りという、まさにファン垂涎のお宝ば

かり。それぞれ2枚制作し、その内の1枚がサインを書いても

らった作品だそうです。中でも世界3大レースの一つ、アメリカ

の「インディ500」で2017年に日本人初の優勝を果たした佐

藤琢磨選手の感動のシーンを彫り描いた作品が光ります。

　作品を前に「いつかF1公

認のアーティストになりたい

ですね」と夢を語る田中さ

ん。F1を初めて観戦した33

年前の衝撃から現在まで

F1への情熱は尽きることが

ありません。

モータースポーツお宝探検隊　vol.3

■中野能成（鈴鹿モータースポーツ友の会　事務局）

快適空間

憩える

学べる

▲2017年に佐藤選手が「インディ500」で
優勝したシーンを彫り描いた伊勢型紙

図書館の魅力

『宿題に困ったら・・・』

　子どもから大人まで幅広くご利用いただける憩い

の場「図書館」。その魅力についてお伝えしていきます。

今回は、7・8月のテーマコーナー『課題図書・自由研究』と

7・8月のミニコーナー『戦争と平和』をご紹介します

（7月7日㈬～9月6日㈪）。

　今年の課題図書や自由

研究の参考になる本をたく

さん用意しています。

　「読書感想文の本は何

を読もう」「自由研究の参

考になる本はないかな」な

ど、そんなときは、ぜひ図

書館にお越しください。

※小学生用の課題図書は江島分館にもあります。

※借りたい本が貸出中の場合は、予約できます。

テーマコーナー『課題図書・自由研究』

。

　8月15日の終戦記念日

にちなみ、戦争と平和につ

いて考えるきっかけになる

ような本を展示しています。

　太平洋戦争(1941年～

1945年)では、兵士のみな

らず、多くの人が命を落と

しました。こうした悲惨な

過去をしっかりと見つめ、

平和への決意を新たにしましょう。

ミニコーナー『戦争と平和』

　読書は、語彙力や文章力が養わ

れ、自然とたくさん言葉が身に付

くなど、メリットがたくさんあり

ます。

　コロナ禍での夏休み。おう

ち時間に本を読みましょう。

ご　い

にゅうばい




