調布市防災教育の日
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問 総合防災安全課☎481−7346
■

風水害に備えて、事前に準備を
家族で話し合いましょう

家庭でできる防災の備え
Check

我が家の

マイ・タイムライン
（イメージ）
3日前

1

作成しよう
を
ン
イ
ラ
ム
イ
タ
マイ・

みんなで台風の
情報を調べる

「いつ」
「誰が」
「何をするのか」
をあらかじめ時系列で整理した自分自身
を確認することで、対応や避難の遅れを防ぐことができます。
アクセス可）

Check

あなたがとるべき避難行動

洪水ハザードマップで自分の家がどこにあるか
確認しましょう
洪水ハザードマップは、浸水や土砂災害が発生する恐れの高い区域を着
色した地図です。
また、
日頃からの備えなどの情報を掲載しています。
市では、
住所ごとに避難所を指定していません。
事前に避難する場所を確
洪水ハザード
マップは
認しておきましょう。
マップは、
総合防災安全課などで配布しているほか、
こちらから！

HP（左記2次元コードからアクセス可）
市■
でも閲覧できます。

家がある場所に色が塗られていますか？
はい

いいえ

原則、立ち退き避難※が必要です
※災害発生前に浸水想定区域や土砂災害の危険
性がある場所から避難すること

例外

着色されていないところでも災害が起こる可
能性があります。市からの避難情報を参考に、
必要に応じて避難してください
※周りと比べて低い土地や崖のそばに住んでいる
場合、特に注意して情報を確認する必要あり

次の場合は、立ち退き避難をせず、丈夫な建物の浸水しない階や、崖な
どの危険な場所から最も離れた部屋などへ避難してください
●立ち退き避難をする時間がない
●水・食料などの備えが十分
●移動に危険が伴う
にあり、浸水しても水が引
●移動が難しい
くまで過ごすことができる

3

手方法を
事前に情報の入
確認しよう

安全な親戚や知人宅、指定避難所に避難

警戒レベル４が出たら
安全な親戚や知人宅、指定避難所に避難

●指定河川洪水予報 (気象庁 )
指定河川の水位や流量など
（右記２次元コードからアクセス可）
●緊急速報メール (国土交通省 )
国土交通省では、洪水時に住民の避難を促すため、緊急速
報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信を実施して
います。
配信対象者／市内の携帯電話など
（ＮＴＴドコモ、
ＫＤＤＩ
・沖
縄セルラー、
ソフトバンク
（ワイモバイルを含む）
）
のユーザー
※電波状況が悪い場合などは、
受信できない場合あり
配信する情報／河川氾濫の恐れがある
（氾濫危険水位に到
達した）
情報、
河川氾濫が発生した情報
他 詳細は国土交通省■
HP 参照
■

野川、
仙川、
入間川

●水防災総合情報システム (東京都建設局 )
東京都が管理する河川の水位や雨量など
（右記２次元コードからアクセス可）

警戒
レベル
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避難情報など

浸水の情報
（河川）

土砂災害の情報
（雨）

住民がとるべき行動

災害発生情報

氾濫発生情報

大雨特別警報
（土砂災害）

命を守るための最善の行動を

避難勧告
氾濫危険情報
（避難指示（緊急）
）

土砂災害警戒
情報

対象地域にお住まいの方は
全員避難を開始

避難準備・高齢者等 氾濫警戒情報
洪水警報
避難開始

大雨警報

高齢の方や避難に支援が
必要な方は避難を開始

大雨注意報
洪水注意報

氾濫注意情報

−

避難に備えて避難行動を確認

早期注意情報

−

−

災害への心構えを高める

J:COM（デジタル111ch）
「テレビ広報ちょうふ」

〈５日号〉 6月５日〜 １１日 市政情報、市からのお知らせ
〈12日号〉 6月12日〜19日 市政情報、市からのお知らせ

思 い やり 防 災

ギーのある方なども想定されるため、一般の避難者と分けてご案内します。避
難所での避難に備えて、ケージの用意やペットのしつけなど、他の避難者への
配慮をお願いします。

な方も安全に避難できるように、
地域で手を差し伸べ助け合う
“思いやり”が大切です。
「困っている方がいたら声をかける」
な

ど、
皆さんのちょっとした思いやりが大きな支援に繋がります。
今回は、
これらの方を支援するときのポイントを紹介します。

◆お互いを尊重し、
コミュニケーションを

「お願いされる・する」
だけではなく、困っている方の立場と

自身の立場を尊重し、
コミュニケーションを取りながら、必要
な支援は何かを確認します。

市 からの 情 報
●調布市防災・安全情報メール
市からの緊急情報や地震情報
（震度３以上）、気象情報（特別警報、警報、注意報）、
災害情報などを配信します。
登録方法／右記2次元コードからアクセスまたはＥメールアドレス
Ｅ c-bousai@sg-m.jp）
（■
に空メールを送信し、
自動返信されるメールに従って登録
●防災フリーダイヤル
（☎0800−8000−903）
防災行政無線で放送した防災・災害などの緊急情報を放送後24時間確認できます。
●市公式ツイッター
アカウント／chofu̲shi

災害時は、障害者・高齢者・乳幼児・外国人など配慮が必要

ハッシュタグをご活用ください
ハッシュタグを利用することで、市が発信した災害情報を効率的
に収集できます。
検索バーに入力するか、市のツイートに記載されて
いるハッシュタグをクリックすると、
ハッシュタグが記載されたツイー

トの一覧を確認できます。 ハッシュタグ／#調布市災害

ラジオをご活用ください

●調布エフエム放送

ハミングハート

市内の災害情報、避難所の状況、ライ

ラジオ／FM83.8MHz

フライン、交通情報などを放送します。

パソコン／
「ListenRadio」
または
「サイマルラジオ」

◆笑顔で

お互いに笑顔で接することで、
安心につながります。

◆無理に支援しない

できないことは
「できません」
と伝え、無理に行うことはあり

ません。事故やけがなど、お互いの危険につながる場合があ
ります。

◆支援される方にもできること

支援される方も、支援する側になれる場合があります。避難

所など人手が必要なときは、支援される方にも声をかけて、
で
きる作業をお願いしてみましょう。
これらの内容は、
「障害のある方への災
害時支援ガイド」
「高齢者・乳幼児・外国人
など支援が必要な方への災害時支援ガイ
ド」
に掲載しています。

配布場所／神代出張所、地域福祉セン

ター、市民活動支援センター、総合福祉セ
ンター
他 市■
HP
■
（右記2次元コードからアク

セス可）
で閲覧可

スマートフォン／無料アプリ
「ListenRadio」
をインストール

６月は浸水対策強化月間〜浸水に備えよう〜

●ケーブルテレビ J：COM
（地デジ 11ch）
災害時には、
番組画面に災害情報が表示されます。

d ボタンを押すと地域
情報を確認できます。

道路にある雨水ますや側溝がふさがっていると、雨水が流れず、浸
水の危険性が高まります。雨水ますや側溝にごみを入れたり、物を置
かないようにしましょう。
H P で降雨情報を配信していま
東京都下水道局「東京アメッシュ」■

避難所における
避難所は密集した空間になるため、新型コロナウイルスな

ど、
感染症が拡大する危険性があります。

市では、指定避難所に加えて、可能な限り多くの避難所を開

●警戒レベルと「とるべき避難行動」

ペットと一緒に避難する準備を

避難に役立つ情報の入手方法

多摩川

いいえ

警戒レベル３が出たら

知って お きた い

難は避け、
公共交通機関で、早めに避難をお願いします。

市の避難所では、ペットの同行避難が可能ですが、動物が苦手な方やアレル

河川の情報

自身または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？
はい

避難は徒歩が基本

妨げになる恐れがあります。
要配慮者などの特別な場合を除いて、車両での避

みんなで安全な
場所へ移動する

他 作成方法などの詳細は市■
HP 参照
■
（左記２次元コードから

問 福祉総務課☎481−7101
■

車で避難すると、道路が冠水し車が動かなくなったり、緊急自動車の通行の

警報発令

の防災行動計画です。
マイ・タイムラインを作成し、災害時の防災行動

う
チェックしてみよ

は
避難するとき

各自が持っていく
荷物を準備する

災害が発生した時、一人ひとりの家族構成や生活環境に合わせて、
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1日前

マイ・タイムラインとは

Check

Check

設することで、密接場面を作らないよう避難スペースを確保す
るなど、対策を進めています。市民の皆さんも、避難所での感染
拡大防止のため、
ご理解とご協力をお願いします。

●避難に備えて

親戚や友人の家など、避難所以外への避難を検討・準備

避難所に密集空間を作らないために、可能な場合は安全な

親戚や友人の家へ避難するなど、指定避難所以外に避難する
ことも含め、
事前にご検討ください。

※災害時に、危険な場所にいる人は避難することが原則ですが、安全な場
所にいる人は避難する必要はありません

放送時間 毎日正午〜、午後４時〜、８時〜（各30分）
※特集番組により、放送時間が変更になる場合があります

新型コロナウイルスなどの感染症への対応
●避難所での留意事項

す。
また、洪水ハザードマップでは、
ごみ袋を使った
「簡易水のう」
の活
用例を紹介しています。
問 浸水対策強化月間について／
■

東京都下水道局流域下水道本部

他 詳細は
避難所での感染拡大を防止するため、次の対策を行いますので、
ご協力をお願いします。 ■

他 詳細は市■
HP 参照
■
（右記2次元コードからアクセス可）

☎０４２−５２７−4827
そのほかの下水道事業について
／下水道課☎４８１−７２２８

１ 衛生用品の持参

市で備蓄しているマスクやアルコール消毒液、体温計などの衛生用品には
限りがあります。
可能な限り、
避難する際にお持ちください。

２ 健康状態の確認

避難所への受け入れ時や滞在中、
定期的に健康状態を確認します。滞在中、発熱やせきなどの

【簡易水のうの活用例】
浴室における逆流の抑制

排水管の清掃や点検の詐欺に注意を
市の職員や市から委託を受けた業者が、ご家庭内の排水管を清

症状が出た方は担当職員にお知らせいただくとともに、職員の指示に従ってください。

掃・点検するために訪問することはありません。

手洗いや咳エチケットなど、
基本的な感染症対策の徹底をお願いします。

り、作業内容や金額を必ず確認してください。

避難所内では、
こまめに換気するとともに、避難者が密接しないよう、

制度）ができる場合がありますので、調布市消費生活センター☎４８１

３ 基本的な対策の徹底

４ 十分な換気の実施や避難者スペースの確保

スペースを確保しますので、
ご協力ください。

また、排水管の清掃や点検などを業者に依頼する際は、見積りを取
事業者からの訪問で契約した場合、契約の解除（クーリング・オフ
−７０３４へお問い合わせください。
問 下水道課☎４８１−７２２８〜３１
■

午後３時30分〜（５分）※特集番組により、放送が休止・時間変更になる場合があります

