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防災情報について

災害は、いつ発生するかわかりません。日頃からの備えが大切です。 
日頃から気象情報について、テレビ、ラジオ、新聞、インターネットなどを通じて把握す
るよう努めましょう。

日常の心得

災害発生時は、家族や知人と連絡が取れなくなることがあります。 
事前に話し合い、連絡方法を確認しておきましょう。 
なお、電話会社各社では、大規模な災害発生時に災害用伝言ダイヤルなどを利用できます。
事前に利用方法を確認しておきましょう。 

防災行政無線は、雨天、強風及び車が通過の際、放送内容がかき消され、町
民の皆様へ届かな場合があります。そのような場合は、以下の番号に電話し
ていただくと、放送内容を確認することができます。
また、戸別受信機の再生ボタンを押しても確認できます。

　町では、災害時の避難勧告などの緊急情報をより多くの人にお伝えするた
め、緊急時に町内にいる人の携帯電話へ「緊急速報メール（エリアメール）」の
配信を行います。

○「緊急速報メール（エリアメール）」とは、避難勧告などの緊急情報を町内にいる人の携帯電
話（NTTドコモ、au、ソフトバンク等）へ一斉にメールを配信するものです。
　※機種により「緊急速報メール」を受信できない場合や受信設定が必要となる
　　場合がありますので、詳しくは、各携帯電話会社へお問い合わせください。

○配信する情報は、避難勧告や避難指示（緊急）など、緊急かつ重要な情報です。
○携帯電話を利用する人の費用負担や事前のメールアドレス登録は必要ありません。

https://www.softbank.jp/mobile/service/dengon/SoftBank ≪災害用伝言板サービス≫ 

https://www.au.com/mobile/anti-disaster/saigai-dengon/ au ≪災害用伝言板サービス≫ 

https://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/ＮＴＴドコモ ≪災害用伝言板サービス≫ 

https://www.ntt-west.co.jp/dengon/ＮＴＴ西日本 ≪災害用伝言ダイヤル１７１≫ 

https://www.tca.or.jp/information/disaster.html一般社団法人電気通信事業者協会 ≪災害時の電話の利用方法≫ 

氷川町役場

氷川町宮原振興局

鏡消防署

鏡消防署氷川分署

八代生活環境事務組合

名 称 電　話　番　号

0965-52-7111

0965-62-2311

0965-52-1313

0965-46-9111

0965-62-2049

0180-999-194災害情報ダイヤル

八代警察署　大野駐在所

八代警察署　鹿島駐在所

熊本県警　氷川機動センター

九州電力送配電（株）八代配電事業所
（送配電コールセンター）

ＮＴＴ（電話の故障）

名 称 電　話　番　号

0965-62-4221

0965-52-1821

0965-62-4110

0120-986-956

113

電　話　番　号　　0965-52-7831

「緊急速報メール」により、緊急情報を配信します。

防災行政無線
電話応答サービス

消防・救急は　119番　　警察は　110番

八代広域行政事務組合消防本部では、火災や救助など管内で発生している
災害情報を電話でお知らせしています。

※放送直後は、電話回線が込み合います。つながらない場合は、しばらくたってからおかけ直しください。
※放送内容の保存期間は24時間です。24時間経過すると自動で削除されます。また、24時間以内に多くの放送を行った場合、古い情報から順に削除されていきます。

※ただし役場から放送されたものに限る。

氷川町防災
情報メール

氷川町では、防災・防犯・各種イベント
等の情報を配信しています。
下のＱＲコード又は、下のメールアドレ
スを入力し登録画面へ進んで下さい。

メールアドレス
 bousai.kumamoto-hikawa-town
 @raiden2.ktaiwork.jp

保存版 見える場所に保管してお使いください

氷川町WEB版ハザードマップ
右のQRコードよりご覧いただけます。

ひかりん
©2009 town HIKAWA

「ひかりん」は熊本県氷川町のPRキャラクターです。
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索 引

　平成28年４月の「熊本地震」からまもなく5年を迎えようとしています。

　未曾有の災害により氷川町の多くの皆さんが不自由な日々を過ごされたものと改めてお見舞い申し上

げますとともに、自然災害の脅威を改めて感じさせられたものであります。また昨年7月に発生しました

「令和２年７月豪雨」をはじめ、毎年のように各地で大規模な災害が発生し、すでに異常気象が日常となり

つつある今、《自分の命も、家族の命も自ら守る》という意識を持つことが必須となってきました。皆さん

一人ひとりが「命を守る行動」を心がけ、日頃から災害に対する防災意識を高め、少しでも被害を少なくす

るよう努めることが重要です。氷川町においては、町民の皆さんが安心・安全に暮らせる災害に強いまち

づくりに向けて防災対策に取り組んでいるところです。

　しかしながら、大規模災害の発生時には、消防・警察・町等の機関が救助にあたる《公助》の早急な対応に

は限界があります。被害を最小限に抑えるためには、自分たちの命は自分で守る《自助》、地域や近隣の方

が協力して防災活動を行う《共助》による防災活動が最も重要になります。

　「氷川町総合防災マップ」は、様々な災害に対する知識と方策をまとめていますので、ご家庭や事業所・

学校等での災害対策・避難対策等について話し合う際に活用いただき、町内全地区の自主防災組織の活動

にも有効にお役立ていただければ幸いです。氷川町では今後も、適

切な情報発信に努めてまいりますので、町民の皆さんには、平時か

ら災害時における【心構え】と【備え】を醸成されますよう、ご理解

とご協力をお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　  令和3年3月　氷川町長　藤本一臣

所 持 品

ル ー ル

マ ナ ー

体調管理

避難所では限られたスペースでの共同生活となりますので、マナーやルールを守ることが大切です。
避難者同士のプライバシーを守りながら、譲り合いの心を持って助け合い、協力、配慮が必要です。

避難所一覧・避難所の利用について

◆避難所には多くの人が避難してこられます。トラブルにならないよう所持品には名前を書きましょう。
◆避難所の中から避難しなければならない場合があります。所持品は、１箇所にまとめ、すぐに持
ち出せるようにしましょう。

◆大災害の際は、町職員やボランティアが不足する場合があります。炊き出し、救援物資の受け取
り、防犯対策、トイレ掃除など、共同生活に必要な役割は、みんなで協力しましょう。
◆水道が使えない場合は、飲み水や生活用水の確保が必要です。配水ポイントのお知らせや配水車
が到着するまで大切に使いましょう。
◆障がいのある人や高齢者、妊産婦などには、手助けをしましょう。
◆居住スペースは、個人の家と変わりません。要配慮者や乳幼児のいる家庭には特に気を配る必要
がありますので、個人のプライバシーは守りましょう。
◆ごみは分別し、所定の場所へ持っていきましょう。ごみには封をして、害虫の発生を防止しましょう。
◆避難所のトイレは多くの方が使用しますので、トイレットペーパーが詰まる可能性があります。
トイレを流す際にルールがある場合は、そのルールを守りましょう。
◆避難所は完璧な居住空間ではありません。自分の身は自分で守ることを心がけ、不審者を見つけ
たら、警察や町職員又は、避難所の管理者、リーダーに連絡しましょう。
◆避難所から別の場所へ移動するときは、必ず避難所にいる町職員及び管理者等に一声かけてください。

◆物資が支給される場合は、慌てず、列に並び、落ち着いて自分の順番を待ちましょう。列に並べない
要配慮者への気配りも必要です。物資が少ない場合は、ひとり分を複数人で分ける場合もあります。
◆掃除は定期的に行い、清潔な状態を保ちましょう。室内は土足厳禁とし、布団を敷くスペースと
通路を分けましょう。
◆喫煙は、火災防止や受動喫煙防止のため、所定の場所で行いましょう。
◆避難所にはペットが苦手な避難者もいます。ペット同伴の方は、飼い主が責任を持って世話を行
いましょう。

【エコノミークラス症候群】
　　長時間足を動かさないでいると足の静脈に血栓（血の塊）ができ、歩き出した後などに血栓の
一部が血流に運ばれて肺や脳の血管をふさいでしまう病気となります。

　　予防対策としては、体を動かしましょう。座ったままでも足や指のつま先を動かすなど足の運
動をしましょう。十分な水分をとり、脱水症状にならないようにしましょう。

【熱中症】
　　猛暑などで高い温度が長く続き、発汗して水分や塩分を失われる状態や湿度が高い時期に汗が
蒸発しないため、体内の熱がこもったままで放出されない状態において、めまい、筋肉痛、頭
痛、吐き気、失神、けいれんなどを起こす症状です。

　　予防対策としては、水分をこまめにとりましょう。塩分もほどよくとりましょう。涼しい服装を心が
けましょう。室内でも温度に注意しましょう。日陰を利用しましょう。日傘や帽子を使いましょう。

なまえ

避難場所の
種別って？？
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地区名 施設名 所在地 電話 map番号

竜北

竜北福祉センター・竜北体育センター 島地 651 0965-52-5121 3-A-4
農産加工研修センター 鹿島 1624-1 0965-52-0035 2-F-4
文化センター 島地 642 0965-52-5860 3-A-4
竜北中学校 島地 665 0965-52-1504 3-A-4
竜北東小学校 野津 2336 0965-62-3800 3-C-5
竜北西部小学校 鹿島 746 0965-52-0268 2-F-4

宮原

常葉保育所 宮原 823 0965-62-2232 5-B-4
氷川町公民館・宮原体育館 宮原 690-2 0965-62-2516 5-B-4
宮原小学校 今 762 0965-62-2147 5-B-4
氷川中学校 今 39 0965-62-2525 5-A-4
宮原福祉センター 宮原 702-5 0965-62-3456 5-B-4

地区名 施設名 所在地 電話 map番号
竜北 竜北福祉センター 島地 651 0965-52-5121 3-A-4
宮原 宮原福祉センター 宮原 702-5 0965-62-3456 5-B-4

　　指定緊急避難場所
　　指定避難所

災害が発生し、または発生する恐れがある場合にその危険性から緊急に逃れるための施設。
豪雨や地震で被災し、自宅へ戻れなくなった被災者などが一定期間避難生活を送るための施設。

　　福祉避難所 高齢者・障がい者・妊産婦・乳幼児・病者等、一般的な避難所では生活に支障を来たす人たちの
ために、何らかの特別な配慮がされた避難所で、必要に応じて開設されます。

指定緊急避難場所兼指定避難所一覧

上記の福祉避難所は、指定緊急避難場所兼指定避難所にも指定されています。

福祉避難所一覧

※避難先は避難所だけではありません。安全な親戚・知人宅へ避難することも考えてみましょう。
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土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度がさらに高まっ
たときに熊本県と熊本地方気象台が共同で発表しています。
土砂災害の危険がある地域にお住まいの方は、特に早めの避難が重要ですので、土砂災害警戒情報を避難
の参考にしてください。
土砂災害警戒情報が発表されていなくても、下の図のような土砂災害の前兆に気づいた場合には、直ちに周
りの人と安全な場所に避難し、氷川町役場までご連絡ください。

じる。

2つのタイプがあります。
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防災対策

気象庁
熊本地方
気象台

本
熊

県

行政区〈自主防災組織〉
ん
さ
皆
の
民
住気象予警報・災害予警報   http://www.jma-net.go.jp/kumamoto/

報道機関（テレビ・ラジオ）による気象情報、災害情報

災害に関する注意報や警報が発表されたら、町からの情報に注意してください。

気象情報、災害予報の流れ
避難指示、高齢者等避難などの流れ

大雨・洪水注意報
大雨・洪水警報

など

パソコン向け

●

●　

●　

●　

●　

●　

●　　

気象情報・防災情報などの流れ

避難の準備

町では、皆さんの生命に危険が及ぶと判断した場合警戒レベルに応じて、「高齢者等避難」、「避難指示」、「緊急安全確保」、
を発令し、皆さんに避難を促します。避難勧告などを発令するときは、様々な状況を総合的に判断して発令します。

氷
川
町

※1　市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令されるものではない 
※2　警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせたり危険を感じたら自主的に避難するタイミングである

状況

緊急
安全確保※1

避難指示

高齢者等避難

大雨・洪水・
高潮注意報
（気象庁）

早期注意情報
（気象庁）

災害発生
又は切迫

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

5

4

3

2

1

警戒
レベル 住民が取るべき行動

命の危険　直ちに安全確保！

<警戒レベル4までに必ず避難！>

危険な場所から全員避難

危険な場所から
高齢者等は避難※2

自らの避難行動を確認

災害への心構えを高める

行動を促す情報

防災行政無線
「熊本県防災情報メール」での配信
町ホームページへの掲載
氷川町防災情報メールの配信
消防団による呼びかけ
自主防災組織による呼びかけ
報道機関への広報要請

防災行政無線・広報車

http://www.jma.go.jp/jma/index.html
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防災対策

気象庁
熊本地方
気象台

本
熊

県

行政区〈自主防災組織〉
ん
さ
皆
の
民
住気象予警報・災害予警報   http://www.jma-net.go.jp/kumamoto/

報道機関（テレビ・ラジオ）による気象情報、災害情報

災害に関する注意報や警報が発表されたら、町からの情報に注意してください。

気象情報、災害予報の流れ
避難指示、高齢者等避難などの流れ

大雨・洪水注意報
大雨・洪水警報

など

パソコン向け

●

●　

●　

●　

●　

●　

●　　

気象情報・防災情報などの流れ

避難の準備

町では、皆さんの生命に危険が及ぶと判断した場合警戒レベルに応じて、「高齢者等避難」、「避難指示」、「緊急安全確保」、
を発令し、皆さんに避難を促します。避難勧告などを発令するときは、様々な状況を総合的に判断して発令します。

氷
川
町

※1　市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令されるものではない 
※2　警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせたり危険を感じたら自主的に避難するタイミングである

状況

緊急
安全確保※1

避難指示

高齢者等避難

大雨・洪水・
高潮注意報
（気象庁）

早期注意情報
（気象庁）

災害発生
又は切迫

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

5

4

3

2

1

警戒
レベル 住民が取るべき行動

命の危険　直ちに安全確保！

<警戒レベル4までに必ず避難！>

危険な場所から全員避難

危険な場所から
高齢者等は避難※2

自らの避難行動を確認

災害への心構えを高める

行動を促す情報

防災行政無線
「熊本県防災情報メール」での配信
町ホームページへの掲載
氷川町防災情報メールの配信
消防団による呼びかけ
自主防災組織による呼びかけ
報道機関への広報要請

防災行政無線・広報車

http://www.jma.go.jp/jma/index.html
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◆救出・救護を
◆町や防災機関、自主防災組織の情報を確認
◆デマにまどわされないように　◆電話は緊急連絡を優先する

津波・高潮
津波・高潮・
波浪の警報・
注意報

に従う。
に従い、落ち着いた行動をとる。
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◆救出・救護を
◆町や防災機関、自主防災組織の情報を確認
◆デマにまどわされないように　◆電話は緊急連絡を優先する

津波・高潮
津波・高潮・
波浪の警報・
注意報

に従う。
に従い、落ち着いた行動をとる。

9

気象庁では、津波による災害の発生が予想される場合に、地震が発生してから約3分後を目途に津波
警報（大津波、津波）または津波注意報を発表します。
また、高潮・波浪による災害の発生が予想される場合には、高潮・波浪警報または高潮・波浪注意報を
発表します。

津波警報・注意報の種類

高潮・波浪予報の種類

※大津波警報は特別警報に位置づけられています。

種類 発表基準

発表される津波の高さ
想定される被害と
取るべき行動数値での発表 

（津波の高さ予想の区分）
巨大地震の
場合の発表

大
津
波
警
報

予想される津波の高さが
高いところで 3mを超え
る場合。

10m超 
（10m<予想高さ）

巨大

木造家屋が全壊・流失し、人は津
波による流れに巻き込まれます。
沿岸部や川沿いにいる人は、ただ
ちに高台や避難ビルなど安全な場
所へ避難してください。

10m 
（5m<予想高さ≦ 10m）

5m 
（3m<予想高さ≦ 5m）

津
波
警
報

予想される津波の高さが
高いところで 1mを超え、
3m以下の場合。

3m 
（1m<予想高さ≦ 3m） 高い

標高の低いところでは津波が襲い、
浸水被害が発生します。人は津波
による流れに巻き込まれます。
沿岸部や川沿いにいる人は、ただ
ちに高台や避難ビルなど安全な場
所へ避難してください。

津
波
注
意
報

予想される津波の高さが
高いところで 0.2m以上、
1m以下の場合であって、
津波による災害のおそれ
がある場合。

1m 
（0.2m≦予想高さ≦ 1m）（表記しない）

海の中では人は速い流れに巻き込
まれ、また、養殖いかだが流失し小
型船舶が転覆します。
海の中にいる人はただちに海から上
がって、海岸から離れてください。

種類 発表の基準

高潮警報 予想される潮位が 2.3m以上である場合。

高潮注意報 予想される潮位が 1.9m以上 2.3m未満である場合。

波浪警報 波の高さは、2.5m以上である場合。

波浪注意報 波の高さは、1.5m以上 2.5m未満である場合。



応急手当
心臓が止まってしまうような重大な事故は、いつ、どこで、何が原因でおこるか分かりません。
心臓と呼吸が止まってから時間の経過とともに救命の可能性は急激に低下しますが、救急隊を待
つ間に居合わせた人が心肺蘇生などを行うと救命の可能性が２倍程度に保たれることがわかって
います。日本では、119番通報があってから救急車が現場に駆けつけるまでに平均して8分ほど
かかります。事故などにあった人が心肺停止になったとき、その人を助けるためには、そばに居
合わせた人が応急手当を行うことが重要となります。

心　肺
蘇生法

●

意識確認

呼吸確認

胸の真ん中

胸骨圧迫

人工呼吸（※省略可能）

心肺蘇生法

119番

見る

2回

30回

電源ON

AEDの
使い方

●
●

パット装着

心電図解析

電気ショック

心肺蘇生法再開

AEDとは？？？ 《使用上の注意》みんな
でチェッ

ク

※あなたの家の警報器、設置から10年以上過ぎていませんか！

天井に火が燃え移った場合は、速やかに避難する。
避難するときは、 燃えている部屋の窓やドアを閉めて空気を絶つ。
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応急手当
心臓が止まってしまうような重大な事故は、いつ、どこで、何が原因でおこるか分かりません。
心臓と呼吸が止まってから時間の経過とともに救命の可能性は急激に低下しますが、救急隊を待
つ間に居合わせた人が心肺蘇生などを行うと救命の可能性が２倍程度に保たれることがわかって
います。日本では、119番通報があってから救急車が現場に駆けつけるまでに平均して8分ほど
かかります。事故などにあった人が心肺停止になったとき、その人を助けるためには、そばに居
合わせた人が応急手当を行うことが重要となります。

心　肺
蘇生法

●事故などにより傷病者が心肺停止状態になった場合、現場に居合わせた
人は救急車が来るまでに、速やかに心肺蘇生などを行う必要があります。

●意識がなければ、助けを呼び、119番通報とAEDを周りの人に
要請する。

意識確認1

●胸と腹部の動きを見ます。動いていなければ、心停止と判断します。

呼吸確認2

●胸の真ん中に手を置く。
●肘を伸ばし、胸が少なくとも5cmしずむように圧迫する。

胸の真ん中

胸骨圧迫3

●気道を確保したまま患者の鼻をつまみ、患者の口をおおい、1秒かけて息を吹き込む。
●2回行う。
●自信がない、抵抗がある場合は省略してよい。

人工呼吸（※省略可能）4

●胸骨圧迫30回、人工呼吸2回を、到着した救急隊と交代するまで繰り返す。
●人工呼吸を省略した場合は胸骨圧迫のみ繰り返す。

心肺蘇生法5

119番せたせた
ます。

見る

2回

30回

※ ボックスを開けると自動で電源がONになる機種もある。

電源ON1

AEDの
使い方

●心肺蘇生法の実施者は心肺蘇生法を継続し、他の人がAEDを操作しましょう。ょうょう
●AEDは音声がついているので音声にしたがって操作しましょう！！

●心臓を挟むようにパットを貼る。
※ パットに図が描いてあります。
※ 下記使用上の注意参照

パット装着2

●AEDが心電図を解析する。
●パットが装着されたら、自動で心電図を解析するので、周りの人に「離れて！」と指示を出す
●ショックが必要かどうか注意して聞く。

心電図解析3

●ショックが必要なとき再度「離れて」と指示し、
周囲の安全を確認後、ショックボタンを押す。

●ショックが不要なとき⑤心肺蘇生法に進む。

電気ショック4

すす。

心肺蘇生法再開5

自動体外式除細動器のこと。
ひとことで言えば、初めての人でもできる
電気ショックの機器。

AEDとは？？？ 《使用上の注意》
●体が濡れていたらタオルで水分を拭きとってから使用する。
●胸部にペースメーカーや貼り薬がある場合はその部分を
避けてパットを貼る。

●小さな子供（乳児も含む）には小児用パットを使用しますが、
ない場合は成人用を使用してよい。

みんな
でチェッ

ク

天井に火が燃え移った場合は、速やかに避難する。
避難するときは、 燃えている部屋の窓やドアを閉めて空気を絶つ。
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