
保存版

災害から身を守るために
～伊達市防災ガイド～

自然災害に対処するためには、事前の確認や準備が必要です。

　ある日突然やってくる自然災害を避けることはできませんが、適切な行動によって、
身を守ることができます。みなさんが、どれだけ備えているかをチェックしてみましょう。

自分自身での備え

□　地震や噴火などの自然災害について知っていますか。
□　災害が起きたときに、どのように行動すればよいか知っていますか。

自宅での備え

□　非常用持出品や、非常用備蓄品を準備していますか。
□　家具や家電製品の転倒を防ぐ対策をしていますか。
□　家具や棚の上から物が落ちてこないようにしていますか。
□　ドアの周りに物を置いていませんか。
□　断水時のために、給水袋などを用意していますか。
□　車の燃料は常に半分以上残っているようにしていますか。

家族との備え

□　家族で災害時の連絡方法や避難方法について話し合っていますか。
□　自宅の場所は被災する危険があるか確認していますか。
□　自宅近くの避難所や避難経路を確認していますか。



1

風 水 害風 水 害
対応 策

・�歩いて避難できる水位は50㎝より低く、流れが速くない場
合のみです。避難できないときは、自宅の ２階などできる
だけ高いところで救助を待ちましょう。
・�冠水している場所を歩くときは、ひもで締められるタイプの
運動靴を履いて、傘などで足元を確認しながら歩きましょう。

・�自宅の浸水が予想される場合は、家財や家電製品を ２階や
床よりも高い位置へ移動させましょう。
・�コンセントは感電のおそれがあるので、あらかじめ抜いて
おきましょう。
・�風水害が発生してからの避難は非常に危険です。自分の住
む地域かそれより上流で豪雨や長雨が続いている、川の流
れが速くなり水が濁ってくるなど、風水害の予兆を感じた
ときには気象情報を小まめに確認し、いつでも避難できる
ように準備しましょう。また、川には近づかないようにし
ましょう。

・�風で飛ばされそうなものは、風の影響を受けない
場所に片づけましょう。
・�風水害が発生したらどのように行動するか、事前
に家族と相談しておきましょう。

風水害が発生したら

風水害が発生する前に

日頃からの備え



すでに災害が発生している状況です。
命を守るための行動をとりましょう。

災害発生情報
（自治体発表）

速やかに避難先へ避難しましょう。
避難先までの移動が危険な場合は、近くの安全な

場所や、自宅内のより安全な場所に避難しましょう。

避難勧告
避難指示(緊急)
（自治体発表）

高齢の方や障がいのある方などは避難を開始しま
しょう。その他の方は避難の準備を整えましょう。

 避難準備・
高齢者等避難開始
（自治体発表）

ハザードマップなどで、避難時の行動を確認しま
しょう。

洪水注意報・
大雨注意報など
（気象庁発表）

災害への心構えを高めましょう。  早期注意情報
（気象庁発表）

レベル 5

警戒レベル 避難行動など 避難情報など

レベル 1低い

高い

危
険
度

レベル 4

レベル 3

レベル 2
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土砂災害土砂災害
対応 策

・�雨が降り続いたときや地震が発生したときは、斜面に
近づかないようにしましょう。
・�自宅付近に土砂災害が発生するおそれのある場所がな
いか確認しておきましょう。
・�土砂災害が発生するおそれのある場合は、気象庁から「土
砂災害警戒情報」が発表されます。しかし、土砂災害
の危険を感じたときはすぐに自主避難をしましょう。
・�屋外へ出るのが危険な場合は、崖や沢から離れたなる
べく高い部屋に避難しましょう。

　令和元年 5月末より、気象庁やテレビなどの報道機関が発表する気象情報には、警戒レベルの表
記が追加されました。

※�警戒レベル 3以上に対応する避難情報は、気象庁が発表する警戒レベルや市内の状況などをもと
に市が発表します。実際の避難情報や避難所情報などは、市が発表する情報をご確認ください

日頃からの備え

1F

2F

風水害・土砂災害での警戒レベル
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地震・津波地震・津波
対応 策

・�家具を突っ張り棒や金具でとめて固定しましょう。
・�ドアなど出入口の近くに、家具や物を置かない
ようにしましょう。
・�靴底が厚手のスリッパを準備しておくと、割れ
たガラスが床に散乱したときに、安全に移動で
きます。
・�自宅やブロック塀が地震で崩れないか確認して
おきましょう。

・�「物が落ちてこない・倒れてこない・揺れで移
動するものがない」場所で揺れが収まるのを待
ちましょう。
・コンロの火を消すなど、火の始末をしましょう。
・�津波が発生するおそれのある場合は、すぐに高
台へ避難しましょう。
・�津波が到達しても、次の波が来る可能性があり
ます。津波に関する警報が解除されるまで、高
台にとどまりましょう。
・�物の下敷きになって助けが必要な場合、周囲に
落ちているもので壁などをたたき、音で居場所
を知らせましょう。
・�避難するときは、火災を防ぐためブレーカーを
落とすようにしましょう。

日頃からの備え

地震が発生したら

切
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雪　災雪　災
対応 策

噴　火噴　火
対応 策

・�暴風雪によって道路の通行止めや停電
が発生することがあります。食料品な
どの備蓄と合わせて、十分な防寒具や
灯油ストーブなどの電気を使わない暖
房器具を備えておきましょう。

・�車の運転中に暴風雪で立ち往生するこ
とがあります。車の中に除雪用のス
コップ、暖をとるための防寒着や毛布
を備えておきましょう。

・�屋根に積もった雪を除雪するときには、
ヘルメットと命綱を装着して、 ２人以
上で行いましょう。

・�暴風雪が発生するおそれのある場合は、外出を
控えましょう。

・�積雪や落雪で出入口や暖房機の吸排気口がふさ
がれないように、小まめに除雪しましょう。

・�車の運転中には、風で舞い上がった雪などで視
界が白く遮られるホワイトアウト現象が起きる
可能性があります。一度駐車場などに停車して、
天候の回復を待ちましょう。また、車内の換気
に注意し、マフラーが雪でふさがれないように
小まめに除雪するか、エンジンを切りましょう。

・�山間部では、雪崩が発生するおそれがあります。
斜面にはできるだけ近づかないようにしましょう。

日頃からの備え

有珠山の噴火

被害に遭わないために

　換気扇などから家の中に
火山灰が入らないようにしま
しょう。
　外に出るときは、マスクや
ゴーグルを装着し、長袖・長
ズボンを着用しましょう。

火山灰への対策

　有珠山は30年程の周期で噴火していて、
噴火前に地震や地割れが発生します。特
に地震は、断続的に発生し、噴火が近づ
くにつれて揺れが大きくなり、発生する
間隔が短くなります。そのような予兆が現れたときは、すぐに避難
できるように準備しましょう。

有珠山噴火



5

　災害発生時に最初に持ち出す必要最低限の備えです。避難する際に両手が自由に使えるようにリュッ
クサックに詰めて、すぐに持ち出せる場所に置いておきましょう。

　災害時に自宅で過ごすために非常用持出品と合わせて必要なものです。おおよそ 3日～ ７日分を備え
ておきましょう。
　日頃から少し多めに購入しておく「日常備蓄」なら、簡単で無駄にならない備蓄が可能です。

非常用持出品

非常用備蓄品

非常食品
□飲料水（大人 1人につき、500㎖ペットボトル 1～ ２本が目安）
□非常食（栄養補助食品など）　　□缶詰

貴重品など
□現金（小銭）　　□常備薬と処方箋の写し、お薬手帳
□保険証、運転免許証　　□通帳、はんこ

衣　　類 □ヘルメットや防災ずきん　　□防寒具　　□雨カッパ　　□下着などの着替え

日 用 品

□懐中電灯　　□携帯ラジオ　　□予備の乾電池
□タオル　　　□簡易トイレ　　□マスク　　　□使い捨てカイロ
□ティッシュペーパー、ウェットティッシュ　　□生理用品
□救急セット（包帯、消毒液など）
□モバイルバッテリー（携帯電話の電池式充電器）

そ の 他
□ナイフ（万能ハサミなど）　　□筆記用具
□その他高齢者や乳児、ペットに必要なもの（例：粉ミルク、紙おむつなど）

食 料 品
□乾パン、缶詰、レトルト食品などの日持ちする食品
□飲料水（大人 1人につき、 1日 3ℓが目安）　　□菓子類　　□調味料

日 用 品

□カセットコンロ　　□予備のカセットボンベ　　□鍋、やかん
□紙皿、紙コップ、割り箸　　□ラップ、アルミホイル
□使い捨てカイロ　　□ビニール袋　　□給水袋　　□歯ブラシ、石けん
□ドライシャンプー、汗拭きシート

そ の 他
□工具セット　　□ポータブルストーブ　　□灯油などの予備の燃料
□マッチ、ライター　　□ペット用品　　□長ぐつ

非常用品非常用品
これさ え あ れ ば 安 心 ！
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　自主防災組織とは、地域で避難訓練や防災活動などに取り組み、
助け合う組織のことです。
　各地域の自治会が主となって自主防災組織をつくり、防災学習や
避難訓練など、日頃から「防災」を意識した活動を行う体制を整え
ておくと、実際に災害が起きたときに迅速な対応をとることができ
ます。

⃝各種ハザードマップの作成
　�　洪水、土砂災害、津波、噴火に関するハザードマップを作成し、災害
で危険が及ぶ区域を指定しています。
⃝各種防災訓練の実施
　有珠山の噴火や津波による被害を想定した訓練を実施しています。

災害が発生するおそれがある場合には避難所を開設
します。事前にハザードマップや伊達市のホームペー
ジなどで、避難所の場所を確認しておきましょう。

⃝災害時にペットをどうするか、事前に決めておきましょう。
⃝�ペットフードやトイレシート、ペットの薬など、必要なものをあらかじめ備えておきましょう。
⃝�ペットの写真やマイクロチップの番号の控えなどを準備し、
特徴が分かるようにしましょう。
⃝�避難所では、ケージやキャリーケースを使用してください。
また、日頃からケージやキャリーケースに慣れるように訓練
しておきましょう。

伊達市の組織率：101組織中55組織　54.5％（平成31年 4 月 1 日現在）参　考

○
○
学
校

自主防災組織

伊達市の防災への取り組み

避難所の開設

ペットに関すること



災害時には、避難情報などを
お知らせしています。

ＴＶ（データ放送）
リモコンの「ｄボタン」を押すと、気象情報や
避難所開設情報を確認することができます。

インターネット・ＳＮＳ

ぼうさい西いぶり情報メール
　災害時の避難の呼びかけや、日常生活でのちょっとした防災情報を配信します。
　登録用メールアドレス（bousai@ml.nishi-iburi.jp）に空メールを送信すると、
登録確認メールが届きます。

防災無線・広報車
　気象に関する情報や、避難に関する情報を放送します。

コミュニティＦＭラジオ
　災害時には、災害情報や防災無線の音声を放送します。
⃝ＦＭびゅー（84.２MHz・室蘭市、登別市、伊達市）
⃝wi-radio（７７.6MHz・伊達市、洞爺湖町、豊浦町、壮瞥町）

伊達市 広報車

伊達市総務部総務課危機管理室
〒05２－00２4 北海道伊達市鹿島町２0番地 1
014２－8２－316２（ ２3－3331 内線3２２・3２3）　 014２－２3－4414
：kikikanri@city.date.hokkaido.jp

お問い合わせ先

https://www.city.date.hokkaido.jp/
伊達市役所ホームページ

北海道伊達市防災情報
（＠bousai_date_hkd）

Twitter
北海道伊達市役所

（＠hokkaido.date.city）

Facebook

北海道伊達市 北海道伊達市防災情報　Twitter 北海道伊達市役所　Facebook

災害・避難所の情報発信災害・避難所の情報発信


