1

気象等の特別警報、警報、注意報などの防災気象情報

2

大雨、洪水、強風、風雪、大雪、波浪、高潮、雷、濃霧、乾燥、なだれ、低温、霜、着氷、着雪、融雪
災害が発生するおそれのあるときに注意を呼びかけて行う予報です。

５
4

速やかに避難行動をとりましょう。

公的な避難場所までの移動が危険と思われる場合
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。

全員避難

3

レベル

高齢者などは避難

2

レベル

1

レベル

避難情報等

【警戒レベル相当情報(例)】

災害発生情報 ※2

警戒レベル5相当情報

〔市町村が発令〕

氾濫発生情報・大雨特別警報 等

※2 災害が実際に発生していることを
把握した場合に、可能な範囲で発令

避難に時間を要する人(ご高齢の方、障害のあ
る方、乳幼児等)とその支援者は避難をしましょ
う。その他の人は、避難の準備を整えましょう。

避難準備・
高齡者等避難開始

避難に備え、防災マップ等により、自らの避難
行動を確認しましょう。

洪水注意報
大雨注意報等

〔気象庁が発表〕

※1 各種の情報は、警戒レベル1~5の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。

報交流館２階に開設しているITサポートコーナーでも相談に応じます。

☎080-9257-5806 ※電話対応は開設時間内のみ

Android 端末の人は
こちらから

運営受託者 NPO法人ゴーフォワードジャパン

緊急速報メール（エリアメール ）

いわてモバイルメール
ビスです。

携帯電話会社により異なりますが、NTTドコモの場合は2007年秋

県や市町村が配信するさまざまな情報の中から、欲しい情

モデル以降は受信対応しています。ただし、機種により受信しないよ

報だけを選んで、メールで受け取ることができます。メールア

う設定されている場合もありますので、詳しくは購入した携帯電話

ドレスがあれば、携帯電話でも、スマートフォンでも、パソコ

ショップに問い合わせください。

ンでもメールを受け取ることができ、メールはデータ容量が

※
「エリアメール」
は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

小さい「テキスト形式」で送信されるため、携帯電話でも快
適にご利用いただけます。

北上川の洪水情報が緊急速報メールで配信
避難情報

(避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告・避難指示)

気象庁

紫波町

土砂災害警戒情報
水防警報

岩手県

(災害警戒本部) (災害対策本部)

防災・災害・火災などの情報を電子メールで配信するサー

情報料は無料ですが、別途メール受信やホームページ閲覧

国が管理する北上川で大規模な洪水が発生した場合、携帯電話や
スマートフォンに緊急速報メールが自動で配信されます。従来のテレ
ビやラジオなどからの情報のほか、このメール配信をご活用ください。

のための通信料がかかります。

緊急速報メール
（エリアメール）

いわてモバイルメール
Yahoo!防災速報アプリ

紫波町防災＆くらしのナビ
ホームページ

広報車・
消防車両等

https://www.highway.pref.iwate.jp/mobile/

「いわてモバイル登録」

③携帯版 ………………http://i.river.go.jp/

で検索できます

各河川では、避難行動の目安となる河川水位の基準を設定しています。適切な避難行動を判断
するために、河川の水位情報等に十分に注意することが重要です。河川の水位と避難行動の関係
がわからないと、水位情報を十分に活用することができません。そのため、それぞれの水位の持
つ意味とそれに対応してとるべき避難行動との関係を、予めよく理解しておくことが大切です。

水 位

レベル

洪水予報で発表される情報

市町村の対応

住民に求められる行動

外水氾濫と内水氾濫が発生するしくみを理解して、安全な避難に役立てましょう。

外水氾濫の発生

内水氾濫の発生

河川の堤防から水が溢
れる、または破堤して屋
内や田畑が浸水するこ
と。

堤防から水が溢れなく
ても、河川へ排水する川
や下水道の排水能力の
不足などが原因で、降っ
た雨を排水処理できず
に引き起こされる氾濫。

５
４︵危険︶

氾濫の発生

３︵警戒︶

氾濫
危険水位

２︵注意︶

避難
判断水位

１

氾濫
注意水位

北上川氾濫発生情報

住民の避難完了

・氾濫が発生したとき
・氾濫が継続しているとき

北上川氾濫危険情報
・氾濫危険水位に到達したとき
・氾濫危険水位以上の状態が継続しているとき

北上川氾濫警戒情報
・氾濫危険水位に達すると見込まれるとき
・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が
見込まれるとき

避難勧告等の発令
をする段階

避難準備・高齢者等
避難開始の発令をする段階

通常の避難行動が
できる方は避難を開始

河岸
浸食

河川の激しい流れにより河岸が削られ土地が流
出し、家屋が倒壊するおそれがあることから、早
期の立退き避難が必要。

家屋倒壊等
氾濫想定区域

「家屋倒壊等氾濫想定区域」は、堤防沿

であることに留意してください。具体的な

いの地域等において、洪水時に家屋が倒

区域の算定にあたっての仮定は、以下のと

壊するような激しい氾濫流等が発生する

おりです。

おそれが高い区域です。この区域では、洪
水時には避難勧告等に従って安全な場所
に確実に立退く必要があります。したがっ
て、防災マップに記載した
「早期の立退き
避難が必要な区域」
は、この区域も考慮し
て設定されています。
「家屋倒壊等氾濫想定区域」
は、一定の
仮定を与えて算定していることから、その
区域の境界は厳密ではなく、あくまで目安

・想定している洪水は、その川で生じうる
最大規模の洪水であり、その洪水によ

り堤防が決壊して氾濫が発生すること
としています。

・堤防はどの時点で決壊するか分からな
いことから、各地点で決壊した場合の計
算結果を包絡した区域としています。

・倒壊等する家屋は直接基礎の標準的な
木造家屋を想定しています。

〈注釈〉ただし、氾濫が既に開始している場
合など、指定避難所へ移動することにより、
かえって命に危険を及ぼしかねない場合
は、近隣のより安全な場所への避難が必
要。さらに、外出することすら危険な場合に
は、屋内安全確保が必要。
頑丈な高層ビル等の場合は屋内安全確保
でもよい。

・堤防決壊に伴う激しい流れによる家屋

の流失、深い浸水に伴い家屋にかかる
力が増大して生じる倒壊、河岸浸食に

伴う家屋の基礎を支える地盤の流失を
想定しています。

自宅などの浸水深の目安を
確認してみましょう

想定される被害を具体的に考え、
適切な避難のタイミングを確認してみましょう。

あらかじめ、指定避難所を
決めておきましょう。

早期の
立退き避難が
必要な区域

10ｍ以上の
浸水

5ｍ〜10ｍの
浸水

3ｍ〜5ｍの
浸水

0.5ｍ〜3ｍの
浸水

このため、例えば氾濫流による家屋倒
壊等氾濫想定区域にある頑強な高層のビ

ならない場合もあります。

0ｍ〜0.5ｍの
浸水

●堤防決壊に伴う氾濫流で木造家
屋が倒壊するおそれがあります。
●河岸浸食で家屋が倒壊するおそ
れがあります。

●2階床面が浸水するため、2階建
て住宅及び2階の住民は、避難が
遅れると危険な状況に陥るため、
避難情報のみならず、河川の水位
情報等にも注意し、事前に避難所
等の安全な場所に避難する。
●高い建物の住民でも、浸水深が深
く、水が引くのに時間を要するこ
とが想定されるため、事前に避難
所等の安全な場所に避難する。

●1階の住民は、床上浸水になり、避
難が遅れると危険な状況に陥るた
め、避難情報のみならず、河川の
水位情報等にも注意し、必ず避難
所等の安全な場所に避難する。
●水・食べ物・貴重品などを2階以上
に持って上がる。
●浸水が始まってからの避難は非
常に危険なため、近くの丈夫な建
物の2階以上に移動する。
●マンション等の高い建物に居住し
ている場合は、無理に避難する必
要はない。

●地上が浸水すると地下に一気に
水が流れ込んできて地下からの
脱出は困難となる。
●車での避難が危険な場合がある。
●浸水の深さがひざ上になると徒
歩による避難は危険。
●避難が遅れた場合は、自宅等の上
層階へ移動する。
●マンション等の高い建物に居住し
ている場合は、無理に避難する必
要はない。

立ち退き避難
（水平避難）
指定避難所、
または浸水しない安全な場所へ

ボタン)

て示す情報です。常時10分毎に更新しており、大雨警報
（土砂

デジタルテレビでのデータ放送(リモコンのdボタンを押

災害）
、土砂災害警戒情報、記録的短時間大雨情報等が発表さ

して視聴)では、大雨や地震、噴火などが起きた際、紫波橋

れたときに、どこで危険度が高まっているかを把握することが

の水位情報や震度、警報や注意報などの情報を速やかにお

できます。遅くとも
「非常に危険」
（薄い紫色）
が出た時点で速や

伝えしています。また、災害情報や避難所情報なども、デー

かに避難を開始し、
「極めて危険」
（濃い紫色）
に変わるまでに土

タ放送画面で確認することができます。

砂災害警戒区域等の外の少しでも安全な場所への避難を完了
しておく必要があります。

窓ガラス ●ひび割れ、窓枠のがた
つきはないか。●強風による飛来物などに
備えて、外側から板でふさぐなどの応急処
置をとる。●飛散防止フィルムをはる。

●土中にしっかりとした基礎部分が
ない、鉄筋が入っていないものは危
険なので補強する。

ベランダ ●鉢植えや物干しざお
など、飛散の危険が高いものは室内へ。

●ボンベを鎖でしっかり固定する。

非常時持出品（例）
携帯ラジオ

□ ラジオ
□ 乾電池

（予備も含めて多めに用意）

救急医療品

貴重品

□ 救急医薬品（常備薬）
□ お薬手帳
□ 持病の薬

□ 現金 10 円玉
□ 預金通帳 □ 印鑑
□ 保険証
□ 免許証

屋内安全確保
（垂直避難）
屋内の２階以上の場所、
または近隣の堅牢な建物の高層階へ

懐中電灯

□ 懐中電灯

（一人一つが望ましい）

500

飲料水

□ ペットボトルや缶入りの

水

水

ミネラルウォーター

（目安は 1 人 1 日 3リットル）

□ 貯水したポリタンクなど

□ 乾電池

（予備も含めて多めに用意）

胃腸薬

いざというときに、家族間の連絡方法の確認を

非常食品

米

□ お米、アルファ米
□ 缶詰・レトルト食品
梅干し
□ 梅干・調味料など
□ ドライフーズ・チョコレート

カップラーメン

ィ
キャンデ

アメ（菓子類など）

100

浸水の恐れのある地域では、広報車により避難などの呼びかけを行います。強

非常用食料品・飲料

災害用伝言ダイヤル
「171」

0180−99−1399 ※通話料は有料です

①「171」をダイヤルする
②録音は「１」、再生は「２」をダイヤルする
③録音は「自分の番号」、再生は「相手の番号」
④音声ガイダンスに従い、伝言を録音・再生

土砂災害

水

カンパン

□ 乾パン
□ 缶詰
□ 非常用食品 □ 飲料水
□ 缶切り
□ 栓抜き
□ 紙皿
□ 紙コップ
□ アメ・チョコレート
□ 割箸等

地すべり

斜面の地表に近い部分が、雨水の浸透や
地震等でゆるみ、突然、崩れ落ちる現象です。
崩れ始めてから、崩れ落ちるまでの時間がご
く短く、人家の近くで起きると逃げ遅れる人
も多く、人命を奪うことの多い災害です。

山腹や川底の石、土砂が長雨や集中豪
雨などによって一気に下流へと押し流さ
れる現象です。時速20~40cmという速
度で一瞬のうちに人家や畑などを壊滅さ
せてしまいます。

！

前兆
現象

・山鳴りがする
・急に川の水が潤り、流木が混ざり始める
・腐った土の匂いがする
・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

斜面の一部あるいは全部が地下水の影
響と重力によってゆっくリと斜面下方に移
動する現象です。移動する土の量が大きい
ため、甚大な被害を及ぼします。

！

前兆
現象

・地面がひび割れたり陥没したりする
・がけや斜面から水が噴き出す
・井戸や沢の水が濁る
・地鳴り、山鳴りがする
・亀裂や段差が発生する

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生
命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められ
る区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が
行われます。

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民
等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められ
る区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等
が行われます。

防災マップの見方（洪水・土砂災害）
■洪水の見方

■土砂災害の見方

大雨によって、北上川などの大きな河川が氾濫した場
合に、浸水が想定される区域や浸水の深さを表示して
います。

集中豪雨などによって、がけ崩れ、土石流、地すべりなどが発
生した場合に危害が及ぶおそれがある範囲を表示しています。
県が行った土砂災害危険箇所の調査結果に基づき、土砂災害
警戒区域及び土砂災害特別警戒区域が指定されています。

がけ崩れ
（急傾斜地の崩壊）
、土石流、地すべり

土砂災害危険箇所
土石流特別警戒区域
土石流警戒区域

ウェット
ティッシュ

□ 防災マップ

震度５強

●電灯などのつり下げ物は大きく揺れる。
●棚にある食器類は音を立てる。
●電線が大きく揺れる。
●自動車を運転していて、揺れに気付く人が
いる。

●電灯などのつり下げ物は激しく揺れる。
●棚にある食器類、書棚の本が落ちることが
ある。
●固定していない家具が移動することがあり、
不安定なものは倒れることがある。
●まれに窓ガラス
が 割れて落ち
ることがある。
● 道 路に 被 害 が
生じることがあ
る｡

●棚にある食器類や書棚の本で、落ちるもの
が多くなる。
●固定していない家具が倒れることがある。
●窓ガラスが割れて落ちることがある。
●補強されていないブロック塀が崩れること
がある。
●耐震性の低
い木造住宅
は壁などに
ひ び 割 れ・
亀裂がみら
れることが
ある。

震度 6 弱

震度 6 強

震度 7

●固定していない家具の大半が移動し、倒れ
るものもある｡
●ドアが開かなくなることがある｡
●壁のタイルや窓ガラスが破損、落下するこ
とがある。
●耐震性の低い
木 造 住 宅では
瓦 が 落 下した
り、建 物 が 傾
いたりするこ
とが ある。倒
れるものもあ
る。

●固定していない家具のほとんどが移動し、
倒れるものが多くなる。
●壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建
物が多くなる。
●補強されていないブロック塀のほとんどが
崩れる。
● 耐 震 性の低い
鉄筋コンクリー
ト造の建物は１
階 あるい は 中
間階の柱が崩
れ、倒れるもの
がある。

●固定していない家具のほとんどが移動した
り倒れたりし、飛ぶこともある｡
●壁のタイルや窓ガラスが破損､落下する建
物がさらに多くなる。
●補強されているブロック塀も破損するもの
がある。
●耐震性の低い
鉄 筋コンク
リート造 の 建
物は１階 ある
いは中間階の
柱が崩れ、倒
れるものが多
くなる。

（2）
地震が起きたときの行動

●自宅で大きな地震が起きたら

・大きな家具や窓ガラスなどから離れる ・テーブルの下などに隠れる ・慌ててガスコンロの火を消しに行く必要はありません

●外にいるときに大きな地震が起きたら

・ガラスの破片などが落ちてくる危険性があるので、カバンなどで頭を守り、なるべく建物から離れるようにしましょう。
・エレベーター内にいるときは、すべての階のボタンを押し、停止した階で降りましょう。万が一、エレベーター内に閉じ込めら
れてしまった場合は、慌てずに「非常用呼び出しボタン」や「インターホン」で連絡し、救助を待ちましょう。
・店にいるときは棚から離れて、落ちてくる商品から頭を守り、大きなガラスの近くに行かない。すぐに出口へ移動できなかっ
たら、テーブルの下などに隠れ、地震の揺れがおさまってから、避難してください。

❶

❷ガラスに飛散防止フィルムをはりましょう。
❸戸棚のとびらが開かないように留め金をつけましょう。
❹家具や什器は、転倒してドアや避難口をふさがないように

配置しましょう。
❺就寝スペースに家具が転倒しないように配置しましょう。

❸
❺

❹

❷

指定の前提となる降雨
北上川流域の2日間の総雨量264mm
浸水深が 5.0〜10.0m 未満の区域
浸水深が 3.0〜5.0m 未満の区域
浸水深が 0.5〜3.0m 未満の区域
浸水深が 0.5m 未満の区域

シャンプー

震度５弱

❶背の高い家具は倒れないように固定しましょう。

家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)

□ 生活用水（風呂桶・洗濯機などに貯水）
□ 毛布・寝袋・洗面用具・ドライシャンプーなど
□ 調理器具（なべ・やかんなど）
□ バケツ・各種アウトドア用品など
□ 生理用品
□ 乳幼児用品

震度４

急傾斜地崩壊警戒区域

家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)

その他

気象庁が発表する震度は、計測震度計により、全国各地の震度観測点で観測した震度です。

室内の安全対策を！

早期の立ち退き避難が必要な区域

粉ミルク

（止血や食器にかぶせるなど）

急傾斜地崩壊特別警戒区域

地すべり警戒区域

プ
ラッ

□ 衣類（下着・上着など）
□ タオル
□ ウェットティッシュ
□ 雨具
□ ヘルメット
□ ライター
□ ラップフィルム

□ 卓上コンロ
□ ガスボンベ
□ 固形燃料

地震災害

（1）
地震の揺れの大きさ

土石流

その他

火を使わずに食べられる
もの、食器類など
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洪水浸水想定区域、家屋倒壊等氾濫想定区域

氾濫が既に開始しているなど切迫した状況と
なり、指定避難所への移動がむしろ危険である
場合は、近隣のより安全な場所への避難が必
要です。さらに、すでに屋外へ出ることが危険
な場合には、屋内での安全確保を考えます。

※災害復旧までの数日間（最低 3 日間）の生活
に必要なものを、 チェック しましょう。

燃料

（2）
土砂災害警戒区域と特別警戒区域
最新の気象情報や河川の水位情報、町が発
令する避難情報などをもとに適切な判断を下
し、自らすみやかに避難行動をとる必要があ
ります。特に、高齢の方、障害のある方、乳幼
児など避難にあたって配慮を必要とする方
と、その支援にあたる方々は、十分な時間的
余裕をもった避難行動を心がけてください。

非常時備蓄品（例）

BANK

などの通信に障害が発生したときにも視聴できます。

防災広報車

前兆
現象

プロパンガス

※事前に準備できているものを、 チェック しましょう。

カゼ薬

・がけにひび割れができる
・小石がバラバラと落ちてくる
・がけから水が湧き出る
・湧き水が止まる
・湧き水が濁る ・地鳴りがする

ブロック塀・門柱

日頃から準備・点検をして、いざというときの備えを固めましょう。

携帯電話などのワンセグのデータ放送は、インターネット

盛岡消防本部では、火災などの災害発生時にテレフォンサービスを行っています。

！

食器棚

冷蔵庫

２ドアタイプの冷 Ｌ字金具などで固定する。重
蔵庫は、扉と扉の い食器類は下の方におき、
あいだに針 金な 棚板には滑りにくい材質の
どを巻き、金具で シートやふきんなどを敷く。
壁面に固定する。 扉に止め金具をつけて、食
器 等 の 飛 び 出しを防 止す
る。

外壁 ●モルタルの
壁に亀裂はないか。●板壁
に腐りや浮きはないか。

非常時持出品を準備しましょう！
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る土砂災害発生の危険度の高まりを地図上で５段階に色分けし

がけ崩れ

避難の方法

態で氾濫計算をしています。

ただちに立退き避難が必要との判断には

(データ放送

気象庁のホームページでリアルタイムに確認でき、大雨によ

大雨や地震などが引き金となって山やがけが崩れたり、水と混じり合った土や石が川から流れ出たり、火山の噴火などによって尊い
命や財産が脅かされる自然災害です。

想定される被害と避難のタイミングの確認

・堤防の宅地側には家屋がない更地の状

ルに関しては、倒壊等の恐れは低いため、

地上デジタル放送

（1）
土砂災害の種類と前兆現象

洪水時の危険性の確認

はじめに︑あなたの居場所をマップで確認しましょう

氾濫流

堤防決壊等に伴う氾濫流が発生し、河川から流
れ込む水の力により、木造家屋が倒壊するおそ
れがあることから、早期の立ち退き避難が必要。

※わが家の周囲の安全
対策を確認し、
チェック しましょう。

台風の接近や、大雨が夜に予想されているときなどは特に浸水に注意が必要です。暗くなってからの避難は危険で、周りが見えないだ
けでなく、大雨で音も聞こえにくく、崩れている道路に気づくのが遅れたりして夜中の避難中に被災することがあります。
特に高齢者や子どもなどと暮らしている家庭では天気予報を見て暗くなる前の昼や夕方に早めの避難をするようにしましょう。

北上川氾濫注意情報
・氾濫注意水位に到達し、
さらに水位の情報が
見込まれるとき
・氾濫注意水位以上で、
かつ避難判断水位未満
の状態が継続しているとき
・避難判断水位に達したが、水位の上昇が見込
まれないとき

屋根 ●トタンのめくれ、剥
がれはないか。●屋根のアンテナ
はしっかり設置されているか。

家の周囲の
安全のために

（4）
避難行動は浸水前

避難行動に時間を
要する方は避難を開始

（2）
早期の立退き避難が必要な区域

早期の立退き
避難が
必要な区域

土砂災害警戒判定メッシュ情報
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家具の背面・側面にスペースがある
と、家具が転倒しやすい。家具の下
に小さな板などを差し込み、壁や柱
に寄りかかるようにしたり、金具や
固定器具を使って転倒を防止する。

スッキリ

テレビで確認

広報に注意してください。

洪水災害
（3）
外水氾濫

玄関などの出入口までの通
路には、倒れやすい家具な
どを置かない。また、出入り
口をふさぐことがないよう
に、多くのものを置かない。

で検索できます

い降雨時は聞こえにくい場合がありますので、支障のない範囲で窓を開け、外の

国土交通省岩手河川国道事務所 調査第一課 ☎624-3166

（１）
河川水位と行動の目安

「岩手県 防災」

Android 端末の人は
こちらから

自動案内専用
電話番号

タンス・本棚
Ｌ字金具や支え棒
などを使ってしっ
かりと固 定する。
二段重ねの場合
はつなぎ目を金具
で固定しておく。

家具の転倒や落下を防止
する対策を講じる

ター
ライ
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②スマートフォン版 ……http://www.river.go.jp/s/
■問合せ

町民のみなさん

https://iwate.secure.force.com/PUB̲VF̲TopA

災害情報案内(盛岡消防本部)

①PC版 …………………http://www.river.go.jp/
報道機関
テレビ・ラジオ等

出入り口や通路にはものを
置かない

【その他】

▽いわてモバイルメール登録画面

■アクセス

「岩手県 規制」
で
検索できます

警報、注意報、雨量情報などを発信し
ています。

■ITサポートコーナー
（情報交流館 ITスタジオ）
iOS端末の人は
こちらから

スッキリ

照明
チェーンと金具を使い、
複数箇所でと
める。蛍光管は
両端を耐熱テー
プでとめておく。

(岩手県の防災情報)

ダウンロードサイトは「ヤフー 防災」で検索できます

iOS端末の人は
こちらから

就寝中の地震は危
険 が 大きい 。特 に
子どもやお年寄り、
病人などは逃げ遅
れる危険が生じる。

テレビ
粘着マットを敷い
て転倒を防ぐとと
もに、ワイヤーな
どで機器の裏側
を壁に固定する

醤油

防災情報の伝達ルート
注意報・警報・特別警報 台風情報、
竜巻注意情報 土砂災害警戒情報

Yahoo！防災速報アプリ

メールの登録やアプリのダウンロードなどについて、毎週金・土曜日に情

家具は人の出入りが少
ない 部 屋にまとめて配
置する。まとめることが
難しい場合には、配置換
えをして少しでも安全な
スペースを確保する。

寝室には倒れそうな家具を置かない

家具の転倒、落下を防ぐために

ソース
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料ですが、
ご利用にかかる通信費は利用者の負担となります。

を一斉メールします。

（国土交通省気象庁・都道府県が発表）

http://www.douro.c
om/

いわて防災情報ポータル

町が出す避難情報や、河川洪水など災害時の注意喚起
に関する情報などを受信することができます。

町内の携帯電話に向けて、緊急度の高い避難指示や避難勧告など

これらは、住民が自主的に避難行動
をとるために参考とする情報です。

http://www.mlit.go.
jp/road/roadinfo/

家の中に家具のない安全な
スペースをを確保する

で検索できます

ヤフー

空メールを送信してください。

AppStore、GooglePlayからダウンロードしてください。アプリは無

氾濫警戒情報・洪水警報 等

〔気象庁が発表〕

県道

※事前に準備できているものを、 チェック しましょう。

「北上川 リアルタイム」

事前に登録の上、
ご利用ください。

右の２次元バーコードを読み取り空メール

アプリのダウンロード

警戒レベル3相当情報

〔市町村が発令〕

早期注意情報

災害への心構えを高めましょう。

空メール送信先アドレス

氾濫危険情報・土砂災害警戒情報 等

〔市町村が発令〕

http://www2.thr.mlit.go.jp/iwate/bousai/kitakami/

国道

「国道 規制」
で
検索できます

を送信するか、空メール送信先アドレスに

shiwa-smartalert@emp-sa.smart-lgov.jp

警戒レベル4相当情報

※3 地域の状況に応じて緊急的又は
重ねて避難を促す場合等に発令

提供されています。

こちらで提供されています。

で検索できます

開設日時 毎週金・土曜日 午前10時〜午後４時（情報交流館休館日を除く）

避難勧告
避難指示(緊急)※3

▽国道、県道の通行規制、路面状況などは

「赤沼川 水位情報」

する情報、環境情報としてクマの目撃情報などを随時配信します。また、行政情報として選

メール配信サービス

すでに災害が発生している状況です。
命を守るための最善の行動をとりましょう。

レベル

Jアラート
（全国瞬時警報システム）
やいわてモバイルメールと連携して情報を自動配信

挙の投開票情報も配信しています。

避難行動等

http://river.town.shiwa.iwate.jp/

家の中の安全対策

▽北上川の水位や映像は国土交通省から

スマートフォンなどにテキスト情報をメールとアプリで配信するサービスを開始しています。

●土砂災害警戒情報…大雨警報
（土砂災害）
が発表されている状況で、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもお
かしくない状況となったときに、発表します。

警戒レベル

報を公開しています。

町は、緊急性の高い災害関連情報や防災情報などを迅速にお伝えするため、携帯電話や

するほか、町内に発表される気象警報や町が発令する避難情報などの防災情報、防犯に関

水害・土砂災害について、市町村が出す避難情報と、国や都道府県が出す防災気象情報は5段階※1です。
〈避難情報等〉
〈防災気象情報〉

河川の水位や道路の通行規制などは下記ホームページでお知らせします。

▽町管理の赤沼川および大坪川の水位情

スマートフォン用アプリ

●記録的短時間大雨情報…数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測
（地上の雨量計による観測）
し
たり、解析
（気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた分析：解析雨量）
したときに発表します。

避難情報

レベル

ホームページ

「紫波町防災＆くらしのナビ」

重大な災害が発生するおそれのあるときに警戒を呼びかけて行う予報です。

注 意 報

家の中の安全のためにわが家の安全対策を確認し、チェックしましょう。

町の防災情報や地域情報を
メールとアプリで配信

大雨 (土砂災害、浸水害)、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮

わが家の 防災対策をチェックしてみましょう！
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携帯・スマホで確認

警報の発表基準をはるかに超える大雨等が予想され、重大な災害が発生するおそれが著しく高まっている場
合、特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけます。

報

その他の
重要な情報

災害への備え

大雨 (土砂災害、浸水害)、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮

特別警報
警
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この紫波町防災マップはふるさと納税による寄付金を活用して作成しました。

