
【警戒レベル５】では
すでに災害が発生
しています。また、必ず
発令されるものでは
ありません。
【警戒レベル３】や
【警戒レベル４】で、
地域の皆さんで声を
掛け合って、安全・確
実に避難しましょう。
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高齢者等は避難高齢者等は避難

が発令されたら…
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が発表されたら…
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が発表されたら…
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普段から…普段から…普段から…

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。

命を守る最善の行動を命を守る最善の行動を命を守る最善の行動を命を守る最善の行動を

速やかに避難し、身の安全を確保しましょう。
避難場所までの移動がかえって命に危険が
及ぶような状況では､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。

安全な場所へ避難安全な場所へ避難安全な場所へ避難安全な場所へ避難

避難に時間を要する人(高齢者､障がいのあ
る方､乳幼児など)とその支援者は､避難を
開始しましょう｡その他の人は､避難情報を
確認し､避難の準備を整えましょう｡早めの
避難を心がけてください。

避難に時間を要する人は避難避難に時間を要する人は避難避難に時間を要する人は避難避難に時間を要する人は避難

最新情報に注意し､警戒してください。避難準備を始め、
いつでも避難できるようにしてください。
避難に備え､ハザードマップ等により､災害が想定されて
いる区域や避難場所等を確認しましょう。

避難行動の確認避難行動の確認避難行動の確認

心構えを高める心構えを高める心構えを高める心構えを高める

テレビ､ラジオ､インターネット､携帯電話等で大雨や河川
の状況を確認し､災害への心構えを高めてください。

・避難訓練への参加　・隣近所との相互協力関係の醸成
・防災グッズの準備　 ・家族との連絡方法確認　  ・自宅保全
・ハザードマップ等による避難所や避難ルートの確認
・テレビ、ラジオ、インターネット等による気象警報等の確認

「避難準備情報･要配慮者避難開始」

「避難勧告」「避難指示（緊急）」

「災害発生情報」
避難勧告等
の伝達

電話/FAX

テレビ
ラジオ

エリアメール

緊急速報
メール

広報車

消防車

サイレン 要配慮者
避難開始

避難開始

避難完了

最終的な
危険回避行動

●外出の中止
●家族の動向確認
●避難の準備（要配慮者）
●氾濫に関する情報に注意
●「避難準備情報･要配慮者
　避難開始」情報の覚知

●外出の中止
●家族の動向確認
●避難の準備（要配慮者）
●氾濫に関する情報に注意
●「避難準備情報･要配慮者
　避難開始」情報の覚知

●外出の中止
●家族の動向確認
●避難の準備（要配慮者）
●氾濫に関する情報に注意
●「避難準備情報･要配慮者
　避難開始」情報の覚知

●避難の準備
　（要配慮者以外）
●住民の自主避難の実施
●「避難勧告」や
　「避難指示（緊急）」の覚知

●避難の準備
　（要配慮者以外）
●住民の自主避難の実施
●「避難勧告」や
　「避難指示（緊急）」の覚知

●避難の準備
　（要配慮者以外）
●住民の自主避難の実施
●「避難勧告」や
　「避難指示（緊急）」の覚知

●未避難者の緊急避難
●屋内安全確保（垂直避難）
●未避難者の緊急避難
●屋内安全確保（垂直避難）
●未避難者の緊急避難
●屋内安全確保（垂直避難）

住民の皆さんのとるべき行動警戒レベル

その時、とるべき行動（警戒レベルに応じた避難行動）その時、とるべき行動（警戒レベルに応じた避難行動）

町民の皆さんへ避難の呼びかけ

緊急速報メール

災害･避難情報を､携帯電話
やスマートフォンに無料で受
信できるサービスです。
自分の携帯電話やスマート
フォンが受信できる設定に
なっているか確認しましょう。

放送局 周波数
北海道放送（HBC）
札幌テレビ放送（STV）
NHK第１放送
NHK第２放送
NHK-FM

900kHz
639kHz
675kHz
1467kHz
87.0MHz

ラジオ

d

テレビリモコンの
ｄボタン

地上デジタル放送の
データ放送から防災
情報を確認できます。

緊急速報メール
広報車
　　　などから

警察､
消防署･消防団
　　などから

テレビ、ラジオ
インターネット
　　　　などから

※１ 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
※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

※１
※２［避難準備･高齢者等避難開始］ ［避難勧告］

［避難指示（緊急）］
［災害発生情報］

高齢者等は避難！高齢者等は避難！高齢者等は避難！高齢者等は避難！ 全員避難！全員避難！全員避難！全員避難！ すでに災害発生！すでに災害発生！すでに災害発生！すでに災害発生！

警戒レベル３３３ 警戒レベル４４４ 警戒レベル５５５
避難情報等の発令

避難情報等発令
の判断

福島町
災害対策本部

の発表

（早期注意情報）

（洪水注意報）
（大雨注意報）等

警戒レベル 111

警戒レベル２２２

気象庁
函館地方気象台

気象情報や注意報・
警報などの気象警報函館建設管理部 福島川の

水位情報など

水害時の情報の流れと避難の呼びかけ水害時の情報の流れと避難の呼びかけ

5 6



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B514330683059308B30BB30C330C80020003A67005C0F30D530A130A430EB30B530A430BA005D0020753B97624E0A3067306E8868793A3001307E305F306F96FB5B5030E130FC30EB308430A430F330BF30FC30CD30C330C87D4C7531306790014FE13059308B305F3081306E002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B9069305730663044307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A3067306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F3092884C306A308F305A300130D530A130A430EB30B530A430BA306F67005C0F9650306B306A308A307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.500000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


