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洪水発生時をイメージして、
いざというときに備えておきましょう！

避難時に必要となる様々な
心得を知っておきましょう！

力を合わせて復旧・復興へ

対象地区では
全ての人が
避難する

避難勧告
避難指示

その後の
生活

　危険が迫ったときは、
広報車などからの避難の
呼びかけに注意しましょう。

　動きやすい服装で、軍手を
はめ、ヘルメットをかぶり、長
靴よりひもでしめられる運動
靴かトレッキングシューズを
はきましょう。レインコートは
上下が分かれているタイプ
がよいでしょう。

　車での避難は、歩行者・
緊急車両の妨げとなり
ます。また浸水すると
動かなくなるので使わ
ないで下さい。

　洪水の場合、歩ける
深さは男性で約70cm、
女性で約50cmまで。
それ以上になったら建
物の2階以上または屋
根の上で救助を待ちま
しょう。

　切れた電線のそばなど、
危険な場所に近寄らない
で下さい。
　また、はん濫水には汚水
が混ざっているので、子供
などがさわらないように
気をつけましょう。

　浸水した場所を歩く時
は、長い棒を杖がわりに
して、マンホールや側溝
がないか水面下の安全を
確認しながら歩きましょう。

　避難する時は、電気のブレーカーを落
とし、ガスの元栓を閉め、床下の通気口な
どをふさぎ、戸締りを確認しましょう。

　ポリタンクなど軽
いものを屋外に置い
ておくと、浸水によっ
て流れていってしま
うので、事前に屋内
に移しておきましょう。

　扉の下の隙間から水
が入ってくるので、「水
のう」や「土のう」、板な
どで前面を囲み、タオル
で隙間をふさぐとよい
でしょう。

　地下空間へは水が勢い
よく流れ込み、水圧でドア
が開かなくなる場合もあ
るため、出来るだけ早く地
上へ避難しましょう。

洪水の時の行動 避難の心得

はん濫
発生

・家族で集まる。
・テレビ・ラジオをつけ、
  気象情報などを収集する。　
・家財道具を高いところへ移動。
・避難の準備。
・避難先の確認。

・元栓・ブレーカーを切る。
・戸締りの確認。
・車で避難しない。
・落ちついて避難する。
・隣近所に声をかけて、 
  助け合って避難する。

・万が一逃げ遅れた場合は、近くの高い建物へ避難する。
・ラジオをつけ被害の状況や
  今後の気象情報を収集する。

防災行政無線や広報車によって伝達

洪水発生
のおそれ

自主避難
自分で判断して
早めに避難する

避難準備情報
早めに避難を開始する
必要がある人が
避難する

・地域の救助活動に参加する。
・避難所では協力し合う。
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土砂災害が起こる前には前兆があります。
しっかりと、見逃さないようにしよう。

こんな所が
危険です。

安全に避難
するために

土砂災害 雨の降り方と強さ

【土砂災害発生の種類とその前兆】

①急傾斜地崩壊危険箇所
　（がけ崩れ）

②地すべり危険箇所
　（地すべり）

③土石流危険渓流
　（土石流）

地面にしみ込んだ水分が土の
抵抗力を弱め、弱くなった斜面
が突然崩れ落ちるのががけ崩
れです。突発的に怒り、瞬時に
して崩れ落ちるので、逃げ遅
れる人も多く、被害が大きくな
ります。

比較的緩やかな斜面において、
地中の粘土層などの滑りやす
い面が地下水などの影響で、ゆっ
くり動き出す現象です。一度に
広範囲で発生するために、住
宅や道路、鉄道などに大きな
被害をおよぼします。

谷や斜面にたまった土や石、
砂などが、大雨による水と一緒
に一気に流れだして起こります。
破壊力が大きく、また流れる速
度も速いため、大きな被害を
もたらします。

造成地 扇状地 山岳地帯

小石がパラパラ
落ちてくる。

がけや斜面から
水が噴き出す。

山鳴りがする。

がけに亀裂が
はいる。

地面がひび割れ
たり陥没する。

急に川の水が濁り、
流木が混ざり始める。

●がけから水がわき出る。
●地下水やわき水が止まる。
●がけから木の根が
　切れるなどの音がする。

●井戸や沢の水が濁る。
●家や擁壁に亀裂が入る。
●樹木や電柱が傾く。

●雨が降り続いているのに
　川の水位が下がる。
●立木がさける音や石が
　ぶつかり合う音が聞こえる。

雨に注意
土砂災害の原因の多くは雨。場所によってちがいま
すが、降雨量が1時間に20ミリ以上、または降り始め
から100ミリ以上を超えたら要注意。

逃げ方を覚える
土石流のスピードは速いため、進行方向に逃げてもす
ぐに追いつかれてしまいます。流れに対して直角に逃
げましょう。

避難場所を決めておく
普段から家族みんなで避難場所や順路を決めておき
ましょう。そうすれば、連絡が取れない時でも落ち合
う事ができます。

1時間に10～20mmの雨
地面一面に水たまりができ、話
し声が聞き取りにくくなります。
長雨になりそうなら、警戒が必
要です。

1時間に20～30mmの雨
土砂降りの雨。傘をさしていて
も濡れてしまうほどの雨です。
テレビ、ラジオなどで今後の様
子を注意し、長引きそうなら避
難の心構えを。

1時間に30～50mmの雨
バケツをひっくり返したような
雨です。
がけ崩れ、山崩れも起こりやすく、
道路規制も行われます。避難の
準備を。

1時間に50～80mmの雨
滝のように降り、あたりが水しぶ
きで白っぽくなります。中小の
河川ははん濫し、水害の可能性
が高まります。避難勧告等が出
る場合があります。

やや強い雨
１時間に10～20mmの雨

強い雨
1時間に20～30mmの雨

激しい雨
1時間に30～50mmの雨

非常に激しい雨
1時間に50～80mmの雨

■県内の大雨注意報と警報

1時間雨量

3時間雨量

24時間雨量

大雨注意報

20mm
（ただし総雨量が60mm以上）

40mm以上

80mm以上

大雨警報

40mm
（ただし総雨量が120mm以上）

80mm以上

170mm以上

がけ崩れの兆候 地すべりの兆候 土石流の兆候がけ崩れの兆候 地すべりの兆候 土石流の兆候がけ崩れの兆候 地すべりの兆候 土石流の兆候

（伊勢志摩）
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公　　共　　施　　設

施　設　名 住　　　所 電話番号

玉城町役場

（休日･夜間当直室）

教育委員会（村山龍平記念館）

玉城病院

ケアハイツ玉城

健康管理センター

アスピア玉城

社会福祉協議会

夢工房たまき

お城広場（屋内体育館）

田丸保育所

外城田保育所

有田保育所

下外城田保育所

玉城中学校

さくら児童館

梅がおか児童館

山岡水源地　

田丸114-2

　

田丸114-1

佐田881

佐田881

佐田881

原4266

勝田4876-1

下田辺937 

田丸114-1

田丸114-3 

蚊野2216-22

長更444-8

山岡185

田丸114-1

佐田1247

蚊野2171-5

山岡876

58-8200

58-8213

58-8212

58-3039

58-3770

58-7373

58-8800

58-6915

58-7696

　 ー

58-3077

58-3925

58-4411

58-4932

58-3057

58-8527

58-8345

58-3297

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

消　　防　・　警　　察

施設名 住　　　所 電話番号

伊勢市消防署玉城出張所

田丸駐在所　

有田駐在所

蚊野駐在所

佐田23-1

田丸104-2　

長更178-1

蚊野2171-20

58-3499

58-3016

58-4421

58-2006

1

2

3

4

田丸小学校

外城田小学校

有田小学校

下外城田小学校

中央公民館

保健福祉会館

佐田1247

蚊野2018

長更376

小社曽根776

下田辺800

勝田4876-1

58-3046

58-2606

58-2321

58-3333

58-6331

58-8000

自主避難に対応

自主避難に対応

施　設　名 住　　　所

避　　　難　　　所
電話番号 備　　　考

1

2

3

4

5

6

●避難場所をあらかじめ「ハザードマップ」で確認しておきましょう。
●実際に避難場所まで歩き、がけ崩れ・土砂災害が起きそうな場所、ふたの無い側
　溝などの危険な場所、避難場所までの時間などをあらかじめチェックしておきま
　しょう。（遠回りでも安全な道を選びましょう）
●お年寄りや子供、体の不自由な人の避難方法などは、地域の人も含め考えてお
　きましょう。
●屋外に置いて流れると危険な物（ガスボンベ等）は、あらかじめ固定しておきましょ
　う。
●非常時持ち出し品の食料品や乾電池等は、日頃からチェックしておき、持ち出し
　品は必要最小限にしましょう。（目安は、家族の2～3日分程度）
●「ハザードマップ」は目立つ所に保管し、避難時に必ず持参しましょう。

日頃からの準備

非常時持ち出し品リスト

日頃からの準備 避難所等一覧表

□ 懐中電灯・ろうそく □ 衣類 下着類 □ 救急箱 常備薬 □ 携帯電話等

□ 現金・貴重品 □ 非常食・水 □ 携帯ラジオ □ ハザードマップ
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公　　共　　施　　設
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田丸114-1
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災害時に助けが必要な人を、
みんなでサポートしましょう！

　目が不自由な人を誘導
するときは、声をかけな
がら、肘のあたり（杖を持っ
ている場合は持っていな
い方の肘）に軽く触れる
か腕をかして、半歩くらい
前をゆっくり歩きましょう。

　耳が不自由な人と話す
ときは、近くに寄って相手
にまっすぐ顔を向け、口を
大きくはっきり動かしましょ
う。また、筆談も有効です。

　それぞれの人に適した
誘導方法で臨機応変に対
処しましょう。車椅子の場
合は、階段では必ず3人
で協力して、背中を下に
向け恐怖感を与えないよ
うにしましょう。

　背負ったり、肘や肩につ
かまってもらって誘導し
ましょう。危険箇所は指差
し確認などして、注意を促
しましょう。

　外国人など言葉の通じ
ない人には身振り手振り
で誘導しましょう。
　また、自分が旅行して
いるときは非常口の確認
をしましょう。

　妊婦や乳幼児を抱える
母親などには、困っている
ことがないかすすんで声
をかけましょう。

忘れないで！

目の不自由な人 耳が不自由な人

肢体の不自由な人 高齢者

外国人・旅行者

大切な事

妊婦・乳幼児

　例えば眼鏡やコンタクトレンズなどを生活する上で必要とする方が、それらを失ってしまっ
たら…。
　またいざというときに周囲の人まで助けてくれそうな屈強な若者が、もし災害でケガをして
しまったら…。このような場合は恐らく周囲の人の助けが必要となるでしょう。
　もし仮にあなたの大切な人が助けを求めている時に、あなたが生活必需品を失ったりケガを
していたら、あなたはあなたの大切な人を助けることができなくなります。そうならないために
も、万一災害が発生したときは、まずあなたが無事でいることが何よりも大切なことです。

災害時に助けが必要な人は、
何も災害時要援護者の方だけではありません。

ライフライン管理機関、防災関係機関の連絡先

ライフライン管理機関

災害・気象情報

行政機関

消防・警察

病　院

 機　関 名　称 適　用 URL

三重県 防災みえ. jp PC、携帯電話 http://www.bosaimie.jp

国土交通省 川の防災情報
 パソコン http://www.river.go.jp/

  携帯電話 http://www. i.river.go.jp/

気象庁 洪水情報 パソコン http://www.jma.go.jp/jp/flood/

 名　称 住　所 電話番号 備　考

玉城町役場 玉城町田丸114-2 0596-58-8200

三重県庁（災害危機管理部） 津市広明町13
 059-224-3070 代　表

  059-224-2181

津地方気象台（防災業務課） 津市島崎町327-2
 059-225-7515 テレフォンサービス

  059-228-6818

伊勢県民センター地域・防災室 伊勢市勢田町622 0596-27-5115

伊勢建設事務所 伊勢市勢田町622 0596-27-5197

 名　称 住　所 電話番号 備　考
伊勢市消防署玉城出張所 玉城町佐田23-1 0596-58-3499

伊勢警察署田丸駐在所 玉城町田丸104-2 0596-58-3016

伊勢警察署有田駐在所 玉城町長更178-1 0596-58-4421

伊勢警察署蚊野駐在所 玉城町蚊野2171-20 0596-58-2006

 名　称 住　所 電話番号 備　考

玉城病院 玉城町佐田881 0596-58-3039

 名　称 住　所 電話番号 備　考

NTT  113 故障時

JR東海　田丸駅 玉城町佐田80 0596-58-3066

中部電力（株）伊勢営業所 伊勢市岩渕1丁目9-24 0596-28-2134
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浸水深 浸水の目安

50cm

1m

2m

5m

5m以上

大人のひざまでつかる程度

大人の腰までつかる程度

1階の軒下までつかる程度

2階までつかる程度

下記以上

5.0m

2.0m

0.5m
1.0
m

　堤防が決壊した場合に浸水が想定される区域と深さを求め、それをシミュレーションにより
図面したものが浸水想定区域図です。
　なお、シミュレーションにあたっては、対象河川以外の河川の氾濫、想定を超える降雨、内水
による氾濫等を考慮していませんので、浸水想定区域図に示されていない区域においても浸
水が発生する場合や、想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。

　浸水想定区域図では下記の5ランクに分けて浸水深さを表示しております。

　玉城町洪水ハザードマップは、以下の浸水想定区域図を基に、町において災害時
の対応や避難場所の位置等の情報を具体的に記載して作成されています。
　　　宮川（作成：国土交通省 中部地方整備局 三重河川国道事務所）
　　　相合川・有田川（作成：三重県 伊勢建設事務所）

　宮川浸水想定区域図は、平成14年1月31日時点の宮川等の河道、ダムの整備状況を勘案し
て、宮川の洪水防御に関する計画の基本となる既往最大洪水（昭和13年8月洪水）が再来した
ことにより、各河川が氾濫した場合に想定される浸水の状況を、シミュレーションにより求めた
ものです。

宮川浸水想定区域図について

　相合川・有田川浸水想定区域図は、平成17年時点の整備状況を勘案して、相合川・有田川の
洪水防御に関する計画の基本降雨である、概ね20年に1回程度発生すると予想される降雨（24
時間総雨量436.5mm）により、各河川が氾濫した場合に想定される浸水の状況を、シミュレー
ションにより求めたものです。

相合川・有田川浸水想定区域図について

洪水ハザードマップの説明 洪水ハザードマップ区割り図

浸水想定区域図とは？
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災害時の声の伝言板

録　音　方　法 再　生　方　法

案内放送が
流れます。

市外局番が
必要です。

案内放送が
流れます。

市外局番が
必要です。

NTT災害用伝言ダイヤル

171     1     0596     自宅の電話番号 171     2     0596     自宅の電話番号

※災害用伝言ダイヤルは、一般電話の他に公衆電話、携帯電話、PHSからも利用できます。

携帯電話「災害用伝言板」
大規模な災害が発生した場合、NTTドコモの「iMODE」、au及びTU-KAの「EZ WEB」、ソフトバンクの「Yahoo! ケ
ターイ」のトップに「災害用伝言板」が追加され、自らの安否状態を登録することが可能になります。登録された伝言は、
インターネット接続が可能なパソコンや他社の携帯・PHSからも下記のURLで参照できます。

災害時には電話が混雑し、家族と連絡がとれないことが多くあります。そんな時には「171」をダイヤルし、利用案内に
従って伝言の録音・再生をおこなってください。利用の開始や録音件数（最大10件）など、利用条件についてはNTTが決
定し、テレビ・ラジオなどを通じてお知らせします。

NTTドコモ http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi
au及びTU-KA http://dengon.ezweb.ne.jp/
ソフトバンク http://dengon.softbank.ne.jp

玉 城 町
洪水ハザードマップ

氏名 連絡先（勤務先・学校など） 携帯電話 生年月日 血液型 保険証番号 備考

連絡先 電話番号メモ

我が家の防災メモ

親 戚・
友人の
連絡先

避難
場所

集合
場所

※家族がばらばら
　になった時

家族
データ

増水してはん濫寸前となった宮川
（平成16年9月29日撮影）

平成19年3月作成

玉 城 町
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