隠岐の島町 防災ハザードマップ
地震災害を防ぐ
地震災害を防ぐために
を防ぐために（地震から身を守る行動マニュアル）
地震から身を守る行動マニュアル）

風水害
風水害を防ぐために
を防ぐために（風水害・土砂災害から身を守る行動マニュアル
風水害・土砂災害から身を守る行動マニュアル）
から身を守る行動マニュアル）＜全エリア・山間部エリア＞
全エリア・山間部エリア＞
１

災害を予防するために（地域ぐるみの自主防災のすすめ）
（地域ぐるみの自主防災のすすめ）
１

自分たちの地域を自分たちで守りましょう

昨今の多発する大震災では､一瞬にしてライフラインが断たれ､大規模な建物の倒壊や火災の
発生により防災機関が十分に機能できなくなるケースが少なくありません｡その一方で､住民の
皆さんが自主的に協力しながら､災害を最小限にくいとめられたケースもあります。
大災害が起こると､特に初動時において､すべての地域に防災
活動が十分に対応できないことがあります｡そんなとき､正しい
知識をもって自分や家族､自分たちの地域を守るために活動する
自主防災組織が重要な役割をもってきます。

１

まず身の安全を確保する

まず身の安全を確保する

地震が発生した際､大きい！と感じたら､まず丈夫なテーブルや机の下に隠れ､落下物な
どから身を守りましょう｡余裕のない時は､座布団やクッションなどで頭を保護しましょう。

２

災害時の緊急連絡先・問い合せ先

注意報は､災害がおこるおそれがあることを注意する予報です｡警報は､重大
な災害がおこるおそれがあることを警告する予報です｡大雨や洪水などにはこ
れらの予報がありますが､基準は地域の実状によってきめられており､全国同
じというわけではありません｡台風､大雨のときはラジオやテレビ､町の広報な
どで気象情報に注意しましよう。

いざ災害が起きたとき、困った時は以下の連絡先へ連絡しましょう。
●防災に関する総合的な問い合せについて
城北町 1 番地

連絡先

住 所

慌てて屋外に飛び出さないこと

大きな揺れに驚いて､とっさに屋外に飛び出してしまうのは大変危
険です｡外に出る場合は､揺れがおさまった後､落下物に十分注意して
行動しましよう｡すぐに外に飛び出すことは大変危険です。

1 時間の雨量と降り方
5～10 ㎜

隠岐の島町役場総務課

10～20 ㎜

20～30 ㎜

30 ㎜以上

地面一面に水たまりがで
き、雨音で話し声がよく
聞こえない｡長雨のとき
は警戒が必要。

土砂降りで水路がたちま
ちあふれ､小河川ははん
らんし､がけ崩れの危険
がある。

バケツをひっくリ返し
たような激しい雨｡危
険なところではいつで
も避難できる準備が必
要。

隠岐の島町役場五箇支所
雨の音がよく聞こえ､た
ちまち水たまりができ
る。

３ すばやく火の始末をする

隠岐の島町役場都万支所
隠岐の島町役場中出張所

08512-2-2111

布施 218 番地 24

08512-7-4311

都万 2016 番地

08512-6-2311

北方 901 番地 1

隠岐の島町役場布施支所

電 話

08512-5-2211

中村 1541 番地 4

08512-4-0002

住 所

電 話

●水道の断水について
水道の断水について
連絡先

２

まず自主防災組織づくりからはじめましょう

自主防災組織とは､地震などの災害が発生したとき､自分たちの安全を守り､被害を最小限にと
どめるためのものです｡自治会･町内会や地域のグルーブなどのネットワークを生かして自主防
災組織をつくり､参加し､地域ぐるみで協力して､災害に強い地城づくりに取り組みましょう。

地震が発生した際の火の始末は、火災を防ぐ重要なポイントです。
でも､タイミングを間違えるとかえって思わぬケガをすることもある
ので､揺れの大きさを判断し落ち着いて火の始末をしましょう。

４

扉や窓を開けて脱出□を確保する

地震によって建物が歪み､出入り□が開かなくなる場合があります｡いち早く扉や窓を開け､建
物に閉じ込められないように注意しましょう。

２

原田 9 番地 1

大雨情報をキャッチしたらこんな安全対策をしよう
隠岐の島町役場上下
隠岐の島町役場上下水道課
上下水道課

●停電に備えて懐中電灯やトランジスタラジオの用意をしましょう。
●非常持出品を準備しておきましょう。
●外出からは早く帰宅し､勤務先のご主人などと連絡をとり､非常時に備えましょう。
●浸水に備えて家財道具は安全な場所へ移動しましょう。
●飲料水や食料を数日分確保しておきましょう。
●危険な土地ではいつでも避難できる準備態勢を取りましよう。

●火災・救助・救急（車）
・水防活動について
・水防活動について

３ それぞれの地域にあった防災活動の計画をつくりましょう

連絡先

住 所

電 話

隠岐の島警察署

西町吉田の二 20 番地 15

隠岐広域連合消防本部

平 440 番地 1

３ 台風､地震によって起こる土砂災害に気をつける
５
災害が起こったとき､自主防災組織が､家族や地域の人たちを守るため､すばやく効果的に活動
できるよう､地域の防災計画を作っておくことが大切です。
地域の防災計画を作るときは､日ごろから地域の様子をよく知っておくことが大切です｡特に､
お年寄りや乳幼児、障害者や外国人など､災害に対して弱い立場の人たちの存在も把握しておき､
緊急時には住民全員が安全に避難できることを考えておくことが大切です。
町には｢地域防災計画｣がありますので､そこから自分たちの地域で起こりそうな災害を予想し､
それに従って防災計画の内容を決めていくようにします。

それぞれの地域にあった防災活動の計画をつくりましょう

一般的に自主防災組織では､災害が起こったときの
活動体制として､次のような班を編成します。
●情報班(情報の収集･伝達)
●消火班(出火防止と初期消火)
●救出救護班(負傷者の救出･救護)
●避難誘導班(安全なところへの避難･誘導)
●給食給水班(避難所などでの給食･給水活動)

１１９番
08512-3-0119

●海の事件・事故の通報
海の事件・事故の通報ついて
事件・事故の通報ついて

土砂災害の危険箇所に指定された区域は､台風や集中豪雨･地震に
よって大きな被害を受けることが考えられます｡一般的に､１時間に
20 ミリ以上､又は降り始めから 100 ミリ以上の雨が続いたら､がけ崩
れ等の危険性が高くなるといわれます｡また､土砂災害は､雨がやんで
からも発生することがありますので油断しないようにしましょう。

連絡先

住 所

電 話

東町宇屋の下 99 番地 2

境海上保安部
隠岐海上保安署

１１８番
08512-2-4999

●停電ついて
停電ついて

室内のガラスの破片に注意する

こんな土砂災害に注意しましよう

４

１１０番
08512-2-0110

家具から離れる

食器棚などは､中の物が一気に飛び出すので大変危険｡また､本棚や
食器棚などの下敷きになってしまうと､大ケガをするばかりか身動き
がとれなくなり避難できなくなることもあります｡揺れを感じたらす
ぐに家具から離れ､テーブルなどに身を隠しましょう。

６

08512-2-0192

地震の後､最も多いケガはガラスの破片などによる切り傷です｡裸足
で歩き回らずスリッパなどをはいて行動するようにしましょう｡あら
かじめ各部屋にスリッパを用意しておくことも大切です。

連絡先

●地すベリ

〈前ぶれ〉

粘土などのすペリやすい層を境に､その

・地面にひび割れができる。

・地面の一部が陥没したりする。

上の土がそっくり動きだす現象。

・沢や井戸の水が濁る。

・がけや斜面から水が噴き出す。

●斜面崩壊

〈前ぶれ〉

がけ崩れ､山崩れなど｡突発的かつ急速

・小石がバラバラと落ちてくる。

におこることが多いのが特徴。

・がけにひび割れができる。

●土石流

〈前ぶれ〉

土石と水が一体となって流れ落ちる現象。

・山鳴りや木立の裂けるような音、ドンといった音がする。

昔から｢山津波｣｢鉄砲水｣といって恐れ

・雨が降り続いているのに、川の水が急に減り始める。

られています。

・川の水が濁ったり、流木が流れてくる。

中国電力株式会社
隠岐営業所

住 所

電 話

港町塩口 84 番地 119

0120-313-608

住 所

電 話

●電話の故障ついて
電話の故障ついて

７

協力しあって応急救護する

連絡先

(株
株)ＮＴＴ西日本
ＮＴＴ西日本
電話故障相談受付

・がけから水が湧いてくる。

ケガ人が出た場合は､すぐに助けを呼び､隣近所で協力しあって応急救護を行いましょう。

８

113

正しい情報を聞く

町の防災無線放送やラジオの正しい情報を聞き､デマでパニックに陥ることのないように注意
しましょう。

津波災害を防ぐ
津波災害を防ぐために
を防ぐために（津波から身を守る行動マニュアル）
津波から身を守る行動マニュアル）＜海岸部エリア＞

自分の地区の避難所
自分の地区の避難所を確認しましょう！
避難所を確認しましょう！
オリジナルマップの作成

5

１

日ごろの訓練と防災の正しい知識を身につけましょう

地震を感じたら､海岸を離れ、
高台などの安全な場所へ避難する

いざというとき､自主防災組織が十分に活動できるためには､一人
ひとりがどれだけ正しい防災知識をもっているかにかかってきます。
災害時に火を出さない方法や消火の仕方､応急手当の心得などを学ぶ
とともに､地域の中で危険だと思われる場所を調査して､防災地図を
作っておくと役に立ちます。
日ごろから積極的な防災活動を通じて､正しい防災の知識を学び、
非常時に落ち着いて行動できるように心掛けましょう。

災害が起きた時､迅速に避難し､身の安全を確保するため､自分の地区のどこに避難所があるの
か事前に把握しておく必要があります｡避難所(場所)は､災害の程度にあわせ､以下の５つのタイ
プに分かれます｡特に災害発生時の緊急に避難が必要な一時避難所（避難場所）は各地区で安全
を確保できる避難所(場所)を決めておく必要があります。

避難場所

津波被害が予想される地域では､強い地震や長い時間の揺れを感じ
たら､地震発生と同時にまず海岸から少しでも遠い高台などの安全な
場所へ避難するのが原則です｡速やかに安全な場所へ避難しましょう。

＜避難所(避難場所)の区分＞

田
２

区分

一時的に地区が決定・開設する
避難所（場所）

町が指定し、開設する避難所（場所）

家族みんなで避難場所まで歩
いてみましょう。
実際に歩いてみて、安全で避
難しやすい経路を探してみま
しょう。
あなたの経路図を下の地図に
書き込んでみましょう。

津波警報･津波情報に注意する
一時避難所

一時避難場所

指定避難所

指定緊急避難場所

福祉避難所

災害発生や災害
の恐れがあり、一
時的避難が必要
な時に、家族や近
所の人の安全を
確保する短期収
容施設。

災害発生や災害
の恐れがあり、一
時的避難が必要
な時に、家族や近
所の人の安全を
確保する場所。

住宅に対する危
険性や住宅が破
損し、生活の場が
失われた時に、一
時的な生活の場
を確保する収容
施設。

災害の拡大や大
規模な災害が発
生した時に、炎や
煙から身を守り、
安全を確保する
場所。

指定避難所に収
容することが困
難な災害弱者等
（高齢者、乳児、
要介護者等）が臨
時に生活を行う
収容施設。

町が指定

公園
６

防災訓練を繰り返し行いましょう

実際に災害が発生したとき､何をすればよいのか､どこに避難すればよいのか､スムーズに行動
できるためには､日ごろから､防災訓練によって身体で覚えておくことが必要です。
防災訓練を定期的に開催し､災害が起こったときに一人ひとりが正し＜行動できるよう､経験
しておく機会をつくるようにしましょう。

地震発生後２～３分程度で津波警報などがラジオ､テレビなどにより発表されます｡津波の高
さは地震の規模や起こり方によってちがいがあります｡また､警報などがでないときでも津波が
くる前ぶれとして､水が急に引いたりすることがあるので､そのときは速やかに避難しましょう。
また､津波注意報の段階でも､大きな津波になる恐れがあるので､海水浴や磯釣りは危険なので
行わないようにしましょう。

性
格

指定
主体

自 主防 災組 織ま 自主防災組織ま
た は自 治会 や町 たは自治会や町
内会で決定
内会で決定

町が指定

具体
的な
場所

地域の集会所等 地域付近の広場
の施設
や空地

学校等

備考

災害の状況により
必要場所を開設

３ 津波は繰り返し襲ってくるので､警報､注意報が解除されるまで注意する

７ 非常時の必要物資を備えましょう
津波は練り返し襲ってきます。１回目が最大であるとは限らないので､警報､注意報が解除され
るまで海岸に近づかないなどの警戒が必要です。

大規模な災害時には､交通網が寸断され､救援部隊の到着には時間がかかります｡各家庭で非常
持出品を備え､事態に合わせてすぐ運べるようにしておくことが大切です。
特に､ライフラインが断たれた時に､生活していくことができるよう､最低３日間くらいは自足
できる食料品や水、燃料などを常備しておきましょう。

津波の怖さを知ろう。
＜非常持出品＞
●貴重品
●トランジスタラジオ
●懐中電灯
●衣類
●応急医薬品
●非常食品
●飲料水（目安として一人１日３リットル）
＜自足するための生活必需品＞
●食品
●水（飲料水･生活用水）
●燃料
●お年寄りや乳幼児用食品も用意

●津波の速さはジェット機なみ
津波の速度は海が深くなるほど速く､津波が海を伝わる速さはジェット機なみになります｡海岸近
くでも秒速１０ｍ程度で､これは津波が見えてからではとても逃げ切れない速さです。

●津波の高さは想像以上
津波の高さは海岸の地形などに大きく左右されますが､沿岸での津
波の高さが１ｍでも津波はその数倍から､場合によっては 10 倍程度
の高さになり大きな被害を出します。

●引き潮がなくても津波は襲ってくる
引き潮がなくても津波は襲ってくる
津波の前には潮が引くと言われますが､引き潮が必ずあるとは限り
ません｡地震の起こり方や､震源付近の地形によって引き潮が起こ
らないこともあります。

自宅

オリジナルマ ップ

町が指定



災害の状況により
必要場所を開設

校庭

福祉施設等

災害の状況により
必要場所を開設

