
■「命を守る避難行動」～立ち退き避難と屋内安全確保

◉指定された避難所

●夜間や急激な降雨で避難路上の危険箇所がわかりにくい
●ひざ上まで浸水している（50センチ以上）
●浸水は20センチ程度だが、水の流れる速度が速い
●浸水は10センチ程度だが、用水路などの位置が不明で転落の
おそれがある

例えば

屋内安全確保：屋外への移動は危険です。
浸水による建物倒壊の危険がないと判断される場合には、自宅や近隣建
物の２階以上へ緊急的に避難し、救助を待つことも検討してください。

立ち退き避難

屋
内
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「難」を「避ける」ための避難の考え方

災害時の避難行動

　災害が発生し、家屋内に留まることが、危険な状態になった場合は、落ち着いて素早く避難する必要が
あります。多くの住民が避難する避難所は、3つの密（密閉・密集・密接）になりやすく、感染症拡大の
おそれがあるため、村が開設する避難所だけではなく、可能な場合は、安全な場所に住む親戚や友人宅へ
の避難も検討するようにしましょう。

①大雨に関する気象情報
②台風に関する気象情報　など

予防的避難のながれ

【気象に関する情報収集】

防災行政無線、広報車による巡回、
消防団・自主防災組織等による呼
びかけなど

【情報の周知】＜広報手段＞

住民の予防的避難が必要と判断
※日没前までの避難完了等を考慮のうえ、実
施可否を検討

●土砂災害の危険がある区域では「立ち退き避難」が原則です。

【市町村の判断】 午後5時頃

避難所の開設
【避難所開設準備】

必要な物をもって避難してください。
【指定された避難所へ避難】

夜中に1時間当た
り80mm以上の
豪雨などが予想
されると、気象庁
から村に情報が
入ります。

「食料と身の回り
のものを準備して
明るいうちに避難
してください」な
どの放送。

　大雨のときには、親戚や知人宅、村
が開設する避難所のように早めに安全
な場所へ避難する「立ち退き避難」が
原則です。
　しかしながら、夜間や急な大雨等で
家の外に避難することが、かえって命に
危険を及ぼしかねないときは、少しでも
命が助かる可能性の高い避難行動とし
て、がけや川から離れた 2 階以上の安
全な場所（部屋）へ移動し、安全を確
保（屋内安全確保）することが重要です。

　小・中学校や公民館など、指定され
た避難所に避難します。以下のものは、
自分たちで持参しましょう。
●マスク　●消毒液　●体温計　●ス
リッパ　など

　ハザードマップなどで以下「3 つの条件」を調べて、自宅にいても大丈夫かを
確認しましょう。
❶家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない。
❷浸水深より居室が高い位置にある。
❸浸水しても電気やガス、水道、トイレなどが使え、飲料水や食料などの備えが
十分にある。

◉安全なホテル・旅館
　たとえ避難が目的でも、通常の宿泊
料などが必要になります。事前に予約
や確認をしましょう。
●ハザードマップで避難先が安全かど
うかを確認しましょう。

◉安全な親戚・知人宅
　普段から親戚や知人と連絡を取り合
い、災害時に避難することを相談して
おきましょう。
●ハザードマップで避難先が安全かど
うかを確認しましょう。

●消毒液 ●体温計 ●
ッパ　など

「立ち退き避難」をするなら…

「屋内安全確保」をするなら…

※無人開設

南阿蘇村　避難指示等発令基準
風水害の場合 ◉避難指示等発令基準

全域

気象情報等 大雨注意報等 土砂災害の前兆等大雨警報等大雨警報等 土砂災害警戒情報等土砂災害警戒情報等

＜時間軸＞

予防的避難
（自主避難）

高齢者等避難 緊急安全確保避難指示

　次のような現象を確認したら早めに避難しましょう。前兆に注意しましょう！

・がけに割れ目が
　見える。
・がけから水が噴き出す。
・湧き水がにごりだす。
・樹木が傾いたり、揺れる音がする。
・地鳴りがする。

・地面にひび割れが
　できる。
・井戸や沢の水がにごる。
・斜面から水が噴き出す。
・家やよう壁に亀裂が入る。
・よう壁や樹木、電柱が傾く。

・落石が生じる。
・川の水がにごったり、流木が交ざる。
・地鳴りや山鳴りがする。
・雨が降り続いているのに、川の水位
　が下がる。
・腐った土のにおいがする。 樹木 電柱 傾

がけ崩れ 土石流 地すべり

土砂災害からの避難

◉日頃の備えと早めの避難 ◉迷わず避難・・・
危険を感じたら、大雨警報、土砂災害警戒情報、
避難指示が出る前に

●日頃から、山（斜面）から離れた部屋や2階で過ごすことが
重要です。
●村が作成しているハザードマップを確認し、自宅が土砂災害
警戒区域等にあるかどうかを確認しましょう。
●避難場所や避難経路を確認しましょう。
●大雨や台風に備えて、5段階の警戒レベルに応じた避難開始
のタイミングや避難行動をまとめるマイタイムラインを作成
しておきましょう。
●気象情報をテレビ・ラジオ・インターネット等で収集しましょう。
●大雨警報（土砂災害）の危険度分布をインターネットで確認
しましょう。
●明るい時間帯のうちに、避難所や親類など安全な場所への
早めの予防的避難を行いましょう。

　土砂災害警戒情報とは、土砂災害の危険性が高まったとき、熊
本地方気象台と熊本県が共同で発表するものです。

土砂災害の危険箇所を確認
　「土砂災害情報マップ」では、大雨などにより土砂災害が発生する
可能性がある地域について最新の情報を熊本県が公表しています。

深夜の集中豪雨などにより、
外に出て避難ができない緊急時には
　自宅内の2階または山側（斜面）の反対へ避難

検  索熊本県　土砂災害情報マップ

※気象状況等によっては、必ずしも基準どおりに発令されるとは限らないので、ご注意ください。

土砂災害から身を守る

日頃の備え

地震災害から身を守る

◉備えることで危険は減らせます

●家具の固定は、今すぐできる地震対策
です。家具が転倒や移動をしないよう
に、しっかりと固定しておきましょう。
●家の中に閉じ込められないように、家
具の向きや配置を工夫しましょう。
●ガラスには飛散防止フィルムを貼りま
しょう。

家具の固定
●離れ離れになった場合の安否の確認方
法を決めておきましょう。
●避難場所や避難経路を確認しておきま
しょう。
●防災に関する講演会などに家族で参加
しましょう。

家族間での話し合い
●火災発生に備えて、消火器を準備して
おきましょう。

消火の備え

●耐震診断を受けて、必要な補強をして
おきましょう。

住宅の耐震化

海のプレート

陸のプレート陸ののプレート

海のププレレート

断層

ひずみが蓄積する
陸のプレート

引きずり込む
海のプ

レート

陸のプレート

はね上がる
海のプ

レート
津波が発生する

図参考：文部科学省 研究開発局 地震・防災研究課「地震を知ろう」

陸域の浅い地震（断層型地震）

　プレート内の地層もしくは岩盤に力が加
わってできた割れ目（断層）がずれ、内陸
部で地震が起こります。今後も動く可能性
のある断層を「活断層」といい、日本には
活断層が多く、阪神・淡路大震災を引き
起こした兵庫県南部地震や平成 28 年熊
本地震など多くの地震はこのタイプの地
震でした。

●この地震の特徴

海溝型地震（プレート境界型地震）

　海側のプレートが、陸側のプレートの
下に引きずり込まれてひずみがたまり、
ひずみが限界になると、陸側のプレート
がはね上がり、地震や津波が起こりま
す。東日本大震災を引き起こした東北
地方太平洋沖地震は、このタイプの地
震でした。

　地震が発生すると、身体がこわ
ばって頭が真っ白になり、適切な
判断が難しくなります。家族との
話し合いや、防災訓練への参加な
どで、とるべき行動を想定してお
くことが大切です。

●この地震の特徴

地震についての基礎知識

代表的な
2つの地震の
タイプ

こうして起こる！
地震発生のメカニズム

地震災害発生の事例

地震発生時の初動対応

地震発生その瞬間

地震発災時のNG行動

地震10カ条

●揺れを感じたら、まず丈夫な机やテー
ブルなどの下に身を隠しましょう。
●揺れがおさまるまでは、あわてて外へ
飛び出さず、落ち着いて行動しましょ
う。
●揺れがおさまってたら、あわてずに火
の始末をしましょう。
●割れたガラスなどを踏んでケガをしな
いように、スリッパや靴を履いて移動
しましょう。

◉「身の安全」を最優先に行動を

地震発生の瞬間は
適切な判断が難しい 　強い揺れで家具類が転倒して下敷きになっ

たり、窓ガラスの破片などの落下物が頭を直
撃すると、負傷したり命を落としたりする場
合があります。まわりの様子を見ながら、3
つの安全確保行動（まず低く、頭を守り、
動かない）を徹底し、自分自身と家族の命を
守ることを最優先に考えて行動しましょう。

最優先で自分の命を守る

屋内にいるとき
●カバンや手荷物などで頭を保護し、公
園や空き地など落下物の危険のない安
全な場所へ避難しましょう。

屋外にいるとき
●徐々にスピードを下げ、ゆっくりと道
路の左側に車を止めましょう。
●車を離れるときは、キーをつけたまま
にして、徒歩で避難しましょう。

車を運転しているとき

●座席に座っているときは、頭を保護し
て姿勢を低くしましょう。
●立っているときは、転倒しないようにつり
革や手すりにしっかりつかまりましょう。

電車やバスに乗っているとき

ガスに引火して爆発する
危険があるので、火をつ
けない。

火災の危険があるので、
ブレーカーを上げて通電
させない。

火災や爆発の危険がある
ので、電気のスイッチに
触らない。

閉じ込められる危険があ
るので、エレベーターは
使わない。

電話回線がパンクするの
で、発災直後に不要不急
の電話の使用を控える。

ケガをする危険があるの
で、部屋の中を裸足で歩
かない。

ケガをする危険があるの
で、救出活動はひとりで
はなく複数で行う。

緊急車両の通行の妨げに
なるので、避難に車は使
わない。

まず自分の
身を守る！

地震の大きな揺れは1分
以上。テーブルや机の下に
身をかくし、頭を保護しま
しょう。

1

山崩れ、
がけ崩れ、
津波に注意！

災害が発生しそうな地域
の人は、すばやく避難しま
しょう。

6

すばやく
火の始末を！

小さな火が、大きな災害の
原因になります。初期消火
が肝心です。やけどをしな
いよう気をつけましょう。

2

避難は徒歩で｡
持ち物は
最小限に！

自動車を使うと、渋滞を引
き起こし、消火・救援救護
活動の妨げになります。

7

戸を開けて、
出口を確保！

避難のための出口確保が
重要です。2次災害を防ぐ
ために電気・ガス・水道の元
栓を閉めて避難しましょう。

3

自動車は「左」に
よせて停車！

カーラジオの情報を聴い
て行動しましょう。キーは
つけたまま、緊急車両の妨
げにならないよう注意しま
しょう。

8

あわてて外に
飛び出さない！

周囲の状況を確かめて、落
ち着いて行動しましょう。

4

百貨店･劇場
などでは係員の
指示に従う！

大勢の人が集まる場所で
の災害は、パニックを引き
起こしがち。自分勝手な判
断はしないこと。

9

屋外では、
危険なものから
遠ざかる！

ブロック塀が倒れたり、窓
ガラスや看板などが落ち
てくることもあります。

5

デマに
まどわされない！

テレビやラジオのほか村、
消防、警察などからの正し
い情報を得るようにしま
しょう。

10

●日本は、世界の陸地の0.3％にも満たない
国土ですが、世界で発生する地震の約10％
が日本とその周辺で発生しています。
●海溝やトラフのプレート境界やその付
近で発生する地震を海溝型地震、陸の
プレートの浅い部分で発生する地震を
陸域の浅い地震と呼びます。
●地震は突然発生するので、いつ、どこで
起こるかを正確に知ることは困難です。

日本は世界有数の
「地震国」です

●これまで日本は何度も地震に襲われ、
大きな被害を受けてきました。
●熊本県でも、地震による死者や負傷者
が発生しています。
●これまで繰り返し地震を起こし、今後も
地震を起こすと考えられている断層を
「活断層」といいます。
●この活断層は熊本県にもあり、備えが
必要です。

熊本県にも「活断層」があります
（布田川断層帯、日奈久断層帯、人吉盆地南縁断層など）

力 力

日頃の備えと早めの避難

５段階の警戒レベルを活用しましょう

風水害から身を守る

●気象台が発表する土砂災害警戒
情報や氾濫危険情報等。
●村が発令する避難情報等。

●夜間や大雨時は、避難そのものが危険になります。大雨が予想される
場合は、本格的に雨が降り出す前の、明るい時間帯での予防的避難を
心がけましょう！
●大雨や台風に備えて、5段階の警戒レベルに応じた避難開始のタイミン
グや避難行動をまとめるマイ・タイムラインを作成しておきましょう。

●村が作成したハザードマップなどで、お住
まいの地域の危険箇所（過去に浸水した
場所など）や避難経路をあらかじめ把握、
確認しておきましょう。

●警戒レベルとは、水害や土砂災害に備え
て住民がとるべき行動をお知らせするた
めに、村が発令する避難情報等や気象庁
等が発表する防災気象情報等の防災情
報を、5段階に分けたものです。警戒レベ
ルに応じた行動を、普段から確認してお
くことが大切です。
●また、村が配布しているハザードマップ
を活用して、自宅の災害リスクを確認し、
避難場所・経路を決めておきましょう。

＜5段階の警戒レベルと避難行動の関係＞
　村から警戒レベル4「避難指示」や警戒
レベル3「高齢者等避難」が発令された場
合は、「住民がとるべき行動」に基づき、必
要な避難行動をとりましょう。
　また、市町村から「避難指示」や「高齢
者等避難」が発令されていなくても、発表
されている防災気象情報がどの警戒レベ
ルに相当するのか確認し、自ら避難の判断
をしましょう。また、明るいうちからの予防
的避難を心がけましょう。

（令和3年3月、内閣府から国会に提出された「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」等に基づき、熊本県が作成）
※1：レベル５は市町村が災害の状況を確実に把握できるわけではないことから、必ず発令されるものではありません。
※2：暴風特別警報、暴風警報、強風注意報については、参考として記載しています。

◉日頃の備え

◉雨がひどいときは・・・

防災情報の収集 地域の危険箇所や避難経路の確認

早めの予防的避難を！

　建物の2階など、できるだけ安全なところに避難しま
しょう。

避難が危険な場合は
❶安全で動きやすい服装
　※長靴は水が溜まると動きにくくなるので厳禁！
❷足元に注意
　※歩行可能な水深は、50cmと言われています。流れが速い場
　合は非常に危険です。

　※マンホール、側溝などに注意しましょう。
❸隣近所で声をかけ合って避難
❹病人や高齢者は背負って避難
❺子どもは大人が手をつないだり、ライフジャケットなどを
つける

避難するときの注意点

マイ・タイムライン
大雨や台風などの自然災害から自分
の身を守るために、あらかじめ避難行
動やその準備をまとめておく一人ひと
りの防災行動計画。

台風時など、雨風が強い中での以下の行
動は大変危険です。絶対にやめましょう。危険！

田畑の様子
を見に行く

屋根に上って
作業する

川の様子
を見に行く

警戒
レベル 住民がとるべき避難行動等状　況

災害発生
または切迫

災害の
おそれ高い

災害の
おそれあり

気象状況
悪化

今後気象
状況悪化
のおそれ

住民に行動を
促す情報

緊急安全確保※１緊急安全確保※１

避難指示避難指示

命の危険　直ちに安全確保！命の危険　直ちに安全確保！

危険な場所から全員避難危険な場所から全員避難

＜警戒レベル4までに必ず避難！＞＜警戒レベル4までに必ず避難！＞

危険な場所から高齢者等は避難危険な場所から高齢者等は避難

5

4

3

2

1

（村が発令）

高齢者等避難高齢者等避難
（村が発令）

早期注意情報
＜警報級の可能性＞
早期注意情報
＜警報級の可能性＞
（気象庁が発表）

大雨注意報
洪水注意報
高潮注意報

大雨注意報
洪水注意報
高潮注意報
（気象庁が発表）

（村が発令）

防災気象情報
（警戒レベル相当）
大雨特別警報
氾濫発生情報
大雨特別警報
氾濫発生情報

土砂災害警戒情報
氾濫危険情報

高潮警報・特別警報

土砂災害警戒情報
氾濫危険情報

高潮警報・特別警報

大雨警報
洪水警報
氾濫警戒情報
高潮注意報

大雨警報
洪水警報
氾濫警戒情報
高潮注意報
[暴風警報※2]

氾濫注意情報氾濫注意情報
[強風注意報※2]

[暴風特別警報※2]

自らの避難行動を確認自らの避難行動を確認

災害への心構えを高める災害への心構えを高める

火山噴火から身を守る

　熊本地震でも、電気・ガス・水道などの
ライフライン被害や物資供給の停滞が
発生しました。自宅の倒壊などを免れた
人は、発災後も自宅で当面生活できるよ
うに、日頃から自宅で生活する上で必要
なものを備えておくことが重要です。

●気象庁は、平成19年12月1日から、噴火警報及び噴火
予報の発表、噴火警戒レベル（下表参照）を導入しまし
た。気象庁から発表される火山に関する情報や村から
提供される避難情報等に十分留意し、落ち着いて行動
しましょう。

◉噴火警戒レベルと対応（避難行動）

何を用意すればいいの？

火山に関する情報を正しく理解し、
落ち着いて行動しましょう！

●噴火警戒レベルとは、噴火時などに危険な範囲や必要
な防災対応を、レベル1からレベル5までの5段階に区
分したものです。
●各レベルには、火山の周辺住民、観光客、登山者等のとるべ
き防災行動が一目で分かるキーワードを設定しています。

「噴火警戒レベル」とは？

●いざ、避難するときに、さっと持ち出すものです。これだけは、最低限、用意しておきましょう。
●安全かつ迅速に逃げられるよう、両手が使えるリュックサックなどを「非常用持出袋」として準
備し、家族構成などを考え、必要なものを必要な分だけ中に入れ、玄関など、避難時にすぐ持
ち出しやすい場所に置いておきましょう。

非常持出品

●救助が届くまでの数日間（最低3日間）を自給自足できるよう準備しておくものです。災害後に
取り出しやすく運びやすいよう、ケースにまとめ、倉庫、物置、キッチン、押入れなど、いくつか
に小分けにして備蓄しておくと便利です。

備蓄品

自宅で備蓄

備えて安心
非常持出品

　これまでの災害用備蓄は、乾パンや懐
中電灯など普段使わないものを用意す
る特別なことと考えられてきました。し
かし、日頃利用している食料品や生活必
需品を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で
きます。

無駄にならない日常備蓄

貴重品類
□小銭
□預金通帳
□印鑑
□健康保険証・免許証等
　（コピー）

食料品
□レトルト食品（ごはん・おかゆ等）・
アルファ米
□インスタントラーメン・カップみそ汁
□飲料水

生活用品
□給水用ポリタンク
□カセットコンロ
□ティッシュペーパー・
　ウエットティッシュ
□ラップフィルム
□紙皿・紙コップ・割り箸

□簡易トイレ
□水不要のシャンプー
□ビニール袋
□ロープ
□工具セット
□ほうき・ちりとり
□長靴

避難用具
□懐中電灯
□携帯ラジオ
□予備の乾電池
□ヘルメット・防災ずきん

生活用品
□マスク
□厚手の手袋
□毛布
□ライター・マッチ
□ナイフ
□携帯用トイレ
□ウエットティッシュ

非常食品
□乾パン
□缶詰
□栄養補助食品
□アメ・チョコレート
□飲料水

救急用具
□お薬手帳
□胃腸薬・便秘薬・持病の薬
□生理用品

その他
□体温計
□携帯用カイロ

衣料品
□下着・靴下
□長袖・長ズボン
□防寒用ジャケット・雨具

◎非常持出品チェックリスト

◎備蓄品チェックリスト

想定される火山災害の事象

◉噴石 【噴火警戒レベル２～５共通】
居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす（この範囲に入った
場合には生命に危険が及ぶ）噴火が発生、あるいは発生する
と予想される。

◉降灰 【噴火警戒レベル２～５共通】
吸い込むと肺・気管支に影響。降り積もると
重みで木造家屋に被害が出たり、農作物、電
子機器、交通機関に影響を与える。

◉降灰後の土石流 【噴火警戒レベル３～５共通】
降り積もった火山灰と少量の雨で発生。木や
石を巻き込み、速度を増しながら流れ下る

◉火砕サージ・火砕流 【噴火警戒レベル３～５共通】
火山噴出物が高速で流れ下る現象で、非常に危険。

◉溶岩流 【噴火警戒レベル４、５】
950～1200℃程度と高温だが歩いても逃げられる速度。
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4

3

2

特別
警報
特別
警報

警報警報

種別

噴火警報
（居住地域）

又は
噴火警報

及び
それより

火口側

居住地域

予報

又は
火口周辺
警報

噴火警報
（火口周辺）

噴火予報 火口内等

火口から
居住地域
近くまで

火口周辺

名称 対象範囲 火山活動の状況 住民等の行動レベル
（キーワード）

（避難）

（高齢者等避難）

（入山規制）

（火口周辺
規制）

（活火山で
あることに
留意）

登山者・入山者
等への対応

居住地域に重大な被害
を及ぼす噴火が発生、
あるいは切迫している
状態にある。

危険な居住地域から
の避難等が必要（状
況に応じて対象地域
や方法等を判断）。

居住地域に重大な被害
を及ぼす噴火が発生す
ると予想される。（可能
性が高まっている）。

警戒が必要な居住
地域での高齢者等
の要配慮者の避
難、住民の避難の
準備等が必要（状
況に応じて対象地
域を判断）。

居住地域の近くまで重
大な影響を及ぼす（この
範囲に入った場合には
生命に危険が及ぶ）噴
火が発生、あるいは発
生すると予想される。

火口周辺に影響を及ぼ
す（この範囲に入った
場合には生命に危険が
及ぶ）噴火が発生、ある
いは発生すると予想さ
れる。
火山活動は静穏。
火山活動の状態によっ
て、火口内で火山灰の
噴出等が見られる（この
範囲に入った場合には
生命に危険が及ぶ）。

通常の生活（今後
の火山活動の推移
に注意。入山規
制) 。状況に応じて
高齢者等の要配慮
者の避難準備等。

登山禁止・入山規
制等、危険な地
域への立入規制
等（状況に応じて
規制範囲を判
断）。

火口周辺への立
入規制等（状況に
応じて火口周辺
の規制範囲を判
断）。

特になし（状況に
応じて火口内へ
の立入規制等）。

通常の生活。（状
況に応じて火山活
動に関する情報収
集、避難手順の確
認、防災訓練への
参加等）。

1

出典：気象庁

　下記プロセスは避難所が開設されるまでの一例です。通常は施設の管理担当者が開錠
し、開設準備が始まります。しかし災害時は、管理者自身が被災して避難所に来れない、
もしくは到着が遅れる可能性もあり、避難者自身が開設準備に当たることもあり得ます。

避難所開設までの例

下記流れは、避難者が避難所に到着してからの行動の一部です。ただし避難所によって、順序、ルールは異なります。避難
所の運営や避難所生活では、ルールを守ることが重要です。避難者同士の助け合い、協力が不可欠になります。

避難所到着後からの例

避難所生活の心得

受け入れ準備
　鍵を開け、受け入れの準備を
始めます。消防用施設の確認
や通信手段が確保できるかな
ど、施設内と周辺の安全確認
をします。

　避難所の生活では、ほかの人の居住スペースに立ち入ったり、のぞいたり、大声を上げたり、決められた場所以外で喫煙
するのはマナー違反。ルールを守り、避難者もできる範囲で役割分担して助け合いながら生活しましょう。また避難所では、
要配慮者への心配りも必要です。

避難所でのマナーとルール

1 配置の検討
　どの場所に何を配置するべ
きか、居住スペースの配置など
を検討。生活できる環境を整
えます。

2 受付窓口の設置
　準備ができたら、受付を開
始。名簿を作成し、避難者、要
配慮者を含む地域の被災者の
状況を把握します。

3

連絡先などの申告
　避難所に到着したら、住所・氏名・連絡先を
申告し、できるだけ隣近所の人や集落ごとにま
とまって過ごすようにします。帰宅困難者はそ
の旨を申告します。

1 役割分担
　受付や炊き出しなど、割り当てられた係の
仕事はしっかり行いましょう。お互いに協力し
合って避難所を運営しなければならないこと
も多くあります。

2 体調管理・衛生管理
　急激な環境変化で体調を崩さないように心
がけましょう。
　トイレの清掃やゴミ捨て当番などを決めて
衛生管理をしましょう。

3

避難所とは
●避難所は、自宅に居住できな
くなった被災者を一時的に受
け入れる場所で、村が指定して
います。お住いの地域の避難
所を確認しておきましょう。

●また、村が指定する指定避難所
には救援物資が届けられます。

●普段から、ペットのしつけや健康管理（ワクチン接種等）、首輪や迷
子札の装着をしておくことが大切です。また、予めペットの受入れ可
能な避難所を確認しておきましょう。

●避難所でペットとの同行避難が可能な場合は、キャリーバックやケー
ジ、ペット用の非常持出品を持って避難しましょう。

●避難所では、避難所に動物が苦手な人、動物アレルギーの人がいる
可能性もありますので、鳴き声や臭いなど、普段以上に周囲への配
慮が必要です。避難所が定めたルールに従い、飼い主が責任を持っ
て世話をしましょう。また、動物もストレスを感じて体調不良や病気
が発生しやすくなります。体調に気を配り、不安を取り除くよう心が
けましょう。

◉ペットと避難

●避難所において感染症の発生および感染拡大を防止するため、被災
者、ボランティア、関係者の方々は、咳エチケットやマスクの着用、手
洗いを徹底しましょう。特に、新型コロナウイルス感染症への対策と
して、マスク、消毒液（またはウェットティッシュ）、タオル、体温計な
どは、あらかじめ自分で用意しておきましょう。

●避難所での生活が長期化する可能性を踏まえて、次の点に注意が必
要です。

・避難所のトイレや床の清掃などの衛生管理を徹底しましょう。
・生ものは避けて、加熱したものを食べるようにしましょう。
・調理したものは、早めに食べましょう。
・食品は、冷蔵庫または温度が上がらない冷暗所に保管しましょう。

◉避難所における感染症・食中毒対策
三密を避け、手洗い、換気などを行いましょう。

　要配慮者とは、妊婦・子ども・高齢
者・外国人のほか、障害のある方など
です。「ヘルプマーク」などの周囲の方
に援助や配慮を必要としていることを
知らせるマーク等を身につけている方
など、要配慮者には思いやりと支援を
心がけましょう。

要配慮者への思いやり
女性・妊婦 子ども

女性は更衣などの問題、
妊婦は授乳などの不安
を抱えています。また妊
娠中の女性や産後まも
ないお母さんは、健康面
やプライバシーに配慮す
る必要があります。

子どもは遊ぶことでスト
レスを発散させます。気
持ちを表出できるような
空間や時間などを確保
し、気分転換が図れるよ
うにしましょう。

高齢者
高齢者は、不便があって
も自分から言い出せない
ことがあります。明るい
声で頻繁に話しかけ、孤
立感や不安感を抱かせ
ないよう配慮しましょう。

外国人
生活文化の違いや言葉
を理解できずに、不安を
抱えてしまうかもしれま
せん。できるだけゆっく
り、文を短く、簡単な言葉
で言い換えながら、情報
を伝えましょう。

※メールが届かない場合は、「@anshin.pref.kumamoto.jp」ドメイン、または
「bousaimail@anshin.pref.kumamoto.jp」からのメール受信を許可する設定
を行ってください。

※携帯電話などで迷惑メール防止対策の設定をされている方は、
登録される前に「@raiden.ktaiwork.jp」からのメール受信が
可能なように設定を行ってください。なお、Sslエラー等が発生
し、空メール登録ができない方は「somu@vill.minamiaso.lg.jp」まで、お住まい
の行政区を入力しメールを送信してください。

地域を守る！ 自主防災組織
●右の表は、阪神・淡路大震災のときに、生き埋めに
なったり閉じ込められた人が誰に救助されたかを示
したものです。およそ9割の方が自力・家族（自助）、
もしくは、近所の人などの助け合い（共助）で助かっ
ています。
●大規模な災害では、消防・警察・自衛隊などの公的機
関による救助（公助）には限りがあります。このため、
命を守るために、「自助」「共助」が極めて重要になり
ます。
●自主防災組織とは、「自分たちの地域は自分たちで守
る」ことを目的に、結成された共助の組織をいいます。
少しでも災害の被害者を減らせるよう、それぞれの地
域で結成しておく必要があります。

●平時からの防災活動や災害時の避難行動などについ
て、自主防災組織等を中心に地区住民が協議し、自
主的に地区防災計画を作成します。
●令和2年7月豪雨では、地区住民が自主防災組織とし
て協力し、避難したことで、多くの命が救われた事例
がありました。このような「地域ぐるみで命を守る」
取組みが大切です。

●県内の気象注意報・警報、土砂災害警戒情報、地震・津波情報
や火山噴火情報（阿蘇山・九重山）のほか、県内各地に設置さ
れた河川水位などの情報が、発表後、携帯電話に直ちにメール
配信されるサービスです。

●サービスを受けるためには登録が必要で、パソコンでも登録できます。

防災情報の収集

自主防災組織の活動

自主防災組織とは 【生き埋めや閉じ込められた際の救助】

自助：共助：公助＝7：2：1
兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書（日本火災学会）

救助者 割合
自力 34.9%

家族 31.9%

友人・隣人 28.1%
その他 0.9%

救助隊 1.7%

その他 0.9%

自主防災組織の主な活動

●地区防災計画の作成・見直し
●防災訓練、防災意識の啓発
●地域の災害危険箇所の把握
　など

平常時

●地域住民の安否確認
●避難誘導や避難所の運営
●応急救護
●炊き出しや給水　など

災害時

熊本県防災情報メールサービス

●災害時における避難指示などの情報や、生活支援情報伝達のた
めメール配信されるサービスです。 

南阿蘇村登録制メール配信サービス 
●県内の気象情報(注意報・警報、気象レーダー、降水予測等)、雨
量情報、土砂災害危険度情報、河川水位情報、河川カメラ情報
等をリアルタイムで確認することができます。

熊本県統合型防災情報システム

◉ホームページURL

◉メール配信サービスの登録・変更方法

https://plus.sugumail.com/usr/kumamoto-pref/home

こちらに空メールを送信

検  索熊本県防災情報メール

t-kumamoto-pref@sg-p.jp

bousai.minamiaso-vil@raiden.ktaiwork.jp
◉ホームページURL

スマートフォンで確認することもできます。

http://www.bousai.pref.kumamoto.jp/

◉スマートフォンURL
http://www.bousai.pref.kumamoto.jp/smp/

検  索熊本県統合型防災

主に災害・気象情報などの行政情報の発信や村防
災無線の放送内容を確認することができます。

南阿蘇村公式 LINE

キキクル（危険度分布）は、土砂災害、浸水害、洪
水災害の危険度の高まりを5段階に色分けして示す
情報です。気象庁ホームページで公開しており、パ
ソコンやスマートフォンから簡単に確認できます。

気象庁「キキクル（危険度分布）」

検  索気象庁　キキクル

令和4年6月作成


