
問い合わせ先／調布市総務部総合防災安全課☎042－481－7346

想定浸水深について
　市では、右記の表示例の通り市内の電柱や公共施設に想定浸水深（洪水などに
よって市街地が水で覆われる深さ）を表示しています。
　浸水深の情報を水害関連標識として生活空間である「まちなか」に表示すること
により、日頃から水防災への意識を高めるとともに、ご自宅の付近にどの程度の浸
水が予想されるのかを改めてご確認いただくことを目的としています。

　大雨や台風などの風水害に備えるに当たり、想定浸水深の表示や
調布市洪水ハザードマップなどで日頃から避難場所や避難方法の
確認、事前準備などを行っていただきますようお願いします。
※想定浸水深は、多摩川の河道の整備状況を勘案した想定最大規模降雨（多摩
川流域に２日間総雨量５８８ｍｍ）を基に浸水想定を国土交通省が公表してい
るものです。

　土のうステーションの中に入っている土のうは自由に使
うことができます。必要に応じて、必要な分だけを各自で
お持ちください。

【設置場所】
①西部公民館前（上石原3-21-6）
②いなり橋児童公園バス停付近南側緑地
（下石原3-70先）
③布田小学校北側緑地（染地1-1先）
④染地緑道（染地3-1先）
⑤多摩川自然情報館前（染地3-8-26）
⑥染地地域福祉センター横（染地3-3-1）

土のうステーションについて

まずは、洪水ハザードマップで
自宅が危険な区域にあるかどうか、調べてみましょう。
　洪水ハザードマップは総合防災安全課などで配布しているほか市ホームページで閲覧することができます。事前に避難す
る場所を確認しておきましょう。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もあり
ます。可能な場合は安全な親戚や知人の家へ避難するなど避難所以外への避難を含め事前にご検討ください。

（公共小型表示H400mm×W330mm）◀表示例

↓タブロイド版用紙サイズ（W270,H404）

●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
　（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／chofu_shi

風水害に
　　備えましょう

　昨年の台風19号を受け、市は様々な課題の解決
に向け取り組んで参りました。今後も市民の皆様の
ご意見を参考にさせて頂きながら対策の改善・強化
に引き続き取り組んで参ります。

「土のう」の積み方
「土のう」の積み方には、増水状況や浸水環境によって様々な方法があります。今回ご紹介する積み方は、増水程度
の低いところで「土のう」だけを使用した方法です。ほかに止水板やビニールシートなどを利用する方法もあります。

多摩川
●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。詳細は国土交通省ホームページ参照

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）

河川の情報

避難に役立つ情報の入手方法

●調布エフエム放送　ラジオ／FM83.8MHz　
　パソコン／「ListenRadio」または
　　　　　　「サイマルラジオ」
　スマートフォン／無料アプリ「ListenRadio」
　をインストール

●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。

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

市からの情報

　市内の災害情報、避難所の状況、
ライフライン、交通情報などを放送
します。

ラジオをご活用くださいハミングハート

dボタンを押す
と地域情報を
確認できます。

①「土のう」の結び口は、
上向きにして水の無い側へ
（道路から水が入る場合
は建物側へ）

②1段ごとに足で
　踏みつけて平らに・・・

④積み重ねる時は、「土のう」の
結び口の方向を変えて
下の段の「土のう」と
約1／3ずらして重ねる

③すき間なく平坦に・・

※あらかじめビニールシートを敷いて、積み上げた「土のう」を巻くとより効果的です

結び口の向きを
反対にする

土のう
土のう

土のう

「土のう」の結び口
建物側 道路側

＜横から見た時＞

水 1/3 1/3 1/3

止水効果の目安
4段積みで
30cm程度に
なります。

調布市防災河川情報ポータルサイト
　市内の河川等の水位情報・監視カメラ映像などを
　確認できます。



★混雑が予想される避難所以外で、他の避難所に比べてバス停からの距離が短い避難所です。なお、各避難所
の混雑状況については右下に記載の避難所受付システムの専用ホームページでご確認いただけます。
備考の表記は、要配慮者を主に受け入れる避難所です。　
※１　総合福祉センターは、主に体の不自由な方を受け入れる避難所として開設します。　
※２　すこやかは、主に乳幼児や妊産婦を受け入れる避難所として開設します。　
※３　浸水想定区域内のため受入れの制限を行う場合があります。
上記以外にも避難所の確保に向けて検討していきます。

施設名 （所在） 最寄りの交通機関から避難所までの所要時間 混雑 
予想 備考

第一小学校（小島町１－８－１） 京王線調布駅から徒歩５分

第二小学校 （国領町４－１９－１）
京王線国領駅から徒歩７分 
京王バス調布第二小学校バス停から徒歩２分 
小田急バス調布第二小学校バス停から徒歩２分

混雑

第三小学校 （上石原２－１９－１３） 京王線西調布駅から徒歩５分 
京王バス上石原二丁目バス停から徒歩１分 混雑

八雲台小学校（八雲台１－１－１）
京王線布田駅から徒歩７分 
京王バス八雲台小学校バス停から徒歩１分 
小田急バス八雲台小学校バス停から徒歩１分

富士見台小学校 （小島町３－２０－１）※3 京王線京王多摩川駅から徒歩６分 
京王バス小島町バス停から徒歩４分 混雑

滝坂小学校 （東つつじケ丘１－４－１） 京王線つつじケ丘駅北口から徒歩５分

深大寺小学校 （深大寺元町５－１６－２１）★ 京王線深大寺小学校バス停から徒歩１分
小田急バス深大寺小学校バス停から徒歩１分

上ノ原小学校 （柴崎２－２６－１） 京王バス柴崎公園バス停から徒歩２分

石原小学校（富士見町１－３７－１） 小田急バス富士見町住宅前バス停から徒歩４分 
小田急バス電通大学生寮前バス停から徒歩４分

緑ケ丘小学校（緑ケ丘２－１６－１） ★ 京王線仙川駅から徒歩１３分 
小田急バス緑ヶ丘小学校正門入口バス停から徒歩１分

北ノ台小学校 （深大寺北町２－４１－１）★ 京王バス北ノ台小学校バス停から徒歩２分 
小田急バス北ノ台小学校バス停から徒歩２分

国領小学校（国領町８－１－５５）
京王線国領駅から徒歩７分 
京王バス国領八丁目バス停から徒歩４分 
小田急バス国領八丁目バス停から徒歩４分

混雑

調布中学校 （富士見町４－１７－１） 京王線西調布駅から徒歩１４分 
京王バス調布中学校バス停から徒歩１分 混雑

神代中学校 （佐須町５－２６－１）★ 京王バス上ノ原公園下バス停から徒歩１分

第六中学校 （国領町３－８－２３） 京王線国領駅から徒歩５分

第八中学校 （仙川町２－１５－２）★ 京王線仙川駅から徒歩７分 
小田急バス白百合女子大学入口バス停から徒歩１分

文化会館たづくり（小島町 2－33－1） 京王線調布駅から徒歩３分 混雑

グリーンホールホール（小島町２－47－1）
京王線調布駅から徒歩２分

混雑

総合福祉センター（小島町 2－47－1）※1 要配
慮者

子ども家庭支援センターすこやか
（国領町３－１－３８）※2 京王線国領駅から徒歩１分 要配

慮者

西部地域福祉センター （上石原２－１５－６） 京王線西調布駅から徒歩８分 
京王バス地域福祉センターバス停から徒歩１分 混雑 要配

慮者

西調布体育館（上石原 2－4－1） 京王線西調布駅から徒歩５分 要配
慮者

避難所 最寄りの駐車場（所在） 台数 避難所までの所要時間
調布中学校 調布中学校（富士見町4－17－1） 90 　　　　徒歩　　１　分　　　

北ノ台小学校 神代植物公園ドッグラン隣（深大寺北町2－2） 100 　　　徒歩　10　分　　

西調布体育館 西調布体育館（上石原 2－4－1） 7 　　　　徒歩 　　０　分　　

駐車場の名称（所在） 台数 備考
調布基地跡地運動広場（西町290－３） 200

神代植物公園第一駐車場（深大寺北町1－4） 288 有料

1 避難は徒歩が基本です。
　車両での避難は、避難する歩行者動線との交錯により危険で
あること、渋滞や道路冠水により車両が動けなくなる場合や緊急
車両の通行の妨げになるため、おやめください。（令和元年台風
１９号では、亡くなった方の３割が車での移動中に亡くなったとい
うデータがあります。）

２　要配慮者の車両での避難について　
　避難所となる学校には避難者用の駐車場はありませんが、車両での避難が必要な高齢者や体の不
自由な方、乳幼児を連れた方、妊産婦などの要配慮者は、下記の避難所については最寄りの駐車場
を利用できますので、早めの時間帯での避難をお願いします。
　なお、駐車台数には限りがありますのでご承知おきください。

３　車を避難させること（車両自体の避難）について
　昨年の台風１９号では、浸水した一部の地域で車両が浸水被害を受けており、市では「車両自体の
避難」についての要望を頂いております。「車両自体の避難」に当たっては、１と同様、渋滞や道路
冠水により車両が動けなくなる場合や緊急車両の通行の妨げになるため、早めの時間帯での避難に
限り、下記駐車場をご活用ください。
　なお、下記の駐車場は浸水の恐れが低い駐車場所としてご用意しておりますが、駐車台数に限り
があることから、民間駐車場の利用もご検討ください。

【要配慮者専用の駐車場所】

※備考欄「有料」は、駐車場の利用時間ごとに料金が発生します。　※利用時の事故等については、　自己責任となります。

※上記以外にも要配慮者専用の駐車場所の確保に向けて検討していきます。

要　

風水害時の避難所一覧

車両避難の考え方

※避難所を開設する場合のみ

避難所での受付の流れ

避難所受付システム（試験的取り組み）

ペットと一緒！同行避難について
　災害時の避難所ではペット同行避難の受け入れを行います。

同行避難とは？
　災害の発生時に、ペットと一緒に避難場所まで避難す
ることです。動物が苦手な方やアレルギーのある方に配
慮するため、一般の避難者とは異なる場所にペットの飼
育場所を設置し、対応します。ケージ内で飼育します。

飼い主の皆さんへお願い
　災害時は動物たちもいつもと違う行動をとる可能性があります。同行
避難に備えて、ケージなどを嫌がらないように慣らしておくなど、ペット
のしつけや健康管理を行い不妊去勢手術の実施やマイクロチップの装着
を検討しましょう。また、ペット用の備品の準備もしておきましょう。

同行避難時の持ち物
　避難先では、食料などの物資は飼い主が用意する必要があります。あ
らかじめ避難に必要なものは袋などにひとまとめにしておきましょう。

避難場所を検討しましょう
●安全な場所にある親戚・知人宅など、一時的に安全な場所に移動
●ペットホテルやかかりつけの動物病院など、動物関連施設の一時預か
　りを利用
●車内やテントを活用して飼育

↓タブロイド版用紙サイズ（W270,H404）

●避難所の混雑状況を専用のホームページで確認
　https://shelter.chofu.vc/にアクセス

●避難所ではＱＲコードで受付　
　受付人数が専用のホームページに自動掲載されます。

①総合案内
　避難者の体調や体温を確
認し、一般避難者、要配慮者、
発熱者、ペット同行避難者な
どの区分に振り分けて、それ
ぞれの受付へ案内します。

③名簿の記入・提出
　避難スペースで避難者
名簿を記入し、受付に提出
してください。

一般避難者受付 避難スペース

専用スペース

専用スペース

ペット避難スペース

要配慮者受付

発熱者受付

ペット受付

②各受付
　再度検温し、避難者名
簿と健康チェックシート
を配布し、避難スペース
へ案内します。

総合案内
① ② ③

避難所では、発熱・咳などの症状がある方は、ほかの避難者と導線や
スペースを分けて案内します。

●避難所で新型コロナウイルスの陽性者が発生した場合
　濃厚接触の可能性をメールで通知

スマートフォンを
お持ちの方は

警戒レベルと避難行動等

警
戒
レ
ベ
ル

避
難
情
報
等

避
難
行
動

警戒レベル
1

警戒レベル
2

警戒レベル
3

警戒レベル
4

警戒レベル
5

早期注意情報

（気象庁が発表）（気象庁が発表）

洪水注意報
大雨注意報等

避難準備・
高齢者等
避難開始

避難勧告
避難指示
（緊急）

災害発生情報

（市が発令）
必ずしも発令さ
れるものではあり
ありません。

（市が発令）
避難指示（緊急）は
必ずしも発令される
ものではありません

（市が発令）
災害が実際に発生
している状況を把握
した場合に、可能な
範囲で発令されます

災害発生の危険度

車
両
避
難

これ以降は、車両での避難は
危険ですのでおやめください。

車両での避難

車両自体の避難

高低

●分散避難の検
討（親戚や友人
宅など）
●ペットの避難
先の検討（ペット
ホテルなど）
●土のうなどの
浸水防止対策の
準備

●避難場所、避難
方法の再確認（洪
水ハザードマップ、
想定浸水深表示な
どで）
●非常持ち出し品
の確認　
●ペット同行避難
の準備

●避難に時間が
かかる高齢者な
どは避難を開始
●高齢者など以
外の人は避難の
準備をし、自主的
に避難

災害が発生する
おそれが極めて
高い状況のた
め、緊急に避難

命を守る最善の
行動をとる

備
え

※避難情報は必ずしも順番通りに発令されるとは限らないのでご注意ください。


