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浸 水 深0.5ｍ未満
の区域に住んでいる
浸 水 深0.5ｍ未満
の区域に住んでいる
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の区域に住んでいる
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浸 水 深
0.5ｍ～3.0ｍ未満
の区域に住んでいる

浸 水 深
0.5ｍ～3.0ｍ未満
の区域に住んでいる
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5.0ｍ以上の
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5.0ｍ以上の

区域に住んでいる

浸 水 深
5.0ｍ以上の

区域に住んでいる

浸 水 深
3.0ｍ～5.0ｍ未満
の区域に住んでいる

浸 水 深
3.0ｍ～5.0ｍ未満
の区域に住んでいる

浸 水 深
3.0ｍ～5.0ｍ未満
の区域に住んでいる

浸水が始まった後の避難
行動は大変危険です｡
早めの避難が必要です｡

避難 自宅に待機
浸水前浸水前

避難 自宅に待機
浸水後浸水後

浸水が始まった後の
避難行動は危険です｡

避難 自宅に待機
浸水前浸水前

避難 自宅に待機
浸水後浸水後

あなたのお住まいは、
どの浸水深の区域の中にありますか？スタート

水深が 0.5mを超えると屋外での避難行動が困難になります。

避難が遅れたら、
２階に避難

浸水が始まってから
の避難は危険です。
万が一避難に遅れたら、
建物の２階以上で
待機しましょう。

必ず､浸水が始まる
前に避難場所へ
避難しましょう。

２階に避難
しても危険

0.5m0.5m0.5m

3.0m3.0m3.0m

5.0m5.0m5.0m

浸水深

洪水（河川の氾濫）によって市街地や建物､畑が水で覆われることを浸水といい､その深さを浸水深といいます（道路や農地が
水で覆われることを冠水ということもあります）。 一般の建物では、浸水深が0.5m未満の場合は床下浸水､0.5m以上になると
床上浸水する恐れがあり､３ｍ以上では２階も浸水するおそれがあるため､２階への避難ができません｡洪水の正しい避難行動
は､「浸水が始まる前に避難する｣ことですが､万が一の事態に備え､ハザードマップで自宅が浸水するか､浸水深はどのくらい
か､避難ルートは浸水するかなどを確認し､下のフローチャートからいざというときの避難行動について確認しておきましょう。

適切な避難行動を確認しよう適切な避難行動を確認しよう適切な避難行動を確認しよう
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・頑丈な建物の中へ避難する。
・避難できないときは物陰に入って
  身を小さくする。
・シャッターが開いていたら閉める。
・物置や車庫･プレハブ（仮設建築物)
　への避難は危険！

・窓やカーテンを閉めて窓から離れる。
  大きなガラス窓の下や周囲は大変危険。
・家の 1階の窓のない部屋に移動する。
・丈夫な机やテーブルの下に入るなど、
  身を小さくして頭を守る。

屋内では…

屋外にいたら…

急に冷たい風が
吹いてきた

真っ黒い雲が
近づいてきた

雷の音が
聞こえてきた

竜巻のきざし

竜巻注意情報が発表されたときや、竜巻のきざしを
発見したら身を守る行動をとりましょう。竜巻注意情報が発表されたら…竜巻注意情報が発表されたら…竜巻注意情報が発表されたら…竜巻注意情報が発表されたら…竜巻注意情報が発表されたら…竜巻注意情報が発表されたら…
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気象情報を
確認しましょう

強風時は窓ガラスに
ガムテープを
貼りましょう

植木などは
室内に入れましょう

大雨のときは
貴重品を２階に
置きましょう

外出は
控えましょう

危険が近づいてきたら…危険が近づいてきたら…危険が近づいてきたら…危険が近づいてきたら…らたたららたききたたききき らららたたたていいいい らきたききてててていいいててききたたららら

網戸が強風で飛ばない
ようにしましょう
網戸が強風で飛ばない
ようにしましょう
網戸が強風で飛ばない
ようにしましょう

灯油タンクをしっかり
固定しましょう

壁に亀裂や腐食、浮いた部分が
ないかを確認しましょう

プロパンガスのボンベを
しっかり固定しましょう

塀のひび割れや傾きを
確認しましょう

排水溝の水はけをよくしましょう

トタンのめくれを確認しましょうテレビアンテナは
しっかり固定しましょう

家の点検・整備をしましょう家の点検・整備をしましょう家の点検・整備をしましょう家の点検・整備をしましょう3

非常持出品､
非常備蓄品を
定期的に確認
しましょう。

防災グッズを点検しましょう防災グッズを点検しましょう防災グッズを点検しましょう防災グッズを点検しましょう2

日頃からハザードマップを
見ておきましょう。

避難場所や避難経路を
確認しましょう
避難場所や避難経路を
確認しましょう
避難場所や避難経路を
確認しましょう
避難場所や避難経路を
確認しましょう

1

大雨・強風に備えよう大雨・強風に備えよう大雨・強風に備えよう
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