広報

令和２年
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̶ 主な内容 ̶

月号

OAMIS HIRAS ATO CITY

2020

No.641
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〈連絡方法や避難場所の確認〉
■救急箱、
非常用品の置き場
所を確認する。
■簡単なものでいいので、
応急手当を覚えておく。

〈安全な空間の確保〉

〈非常持出品のチェック〉

■家具の配置などを計算し、
家の中の安全なスペース
を確保する。
■家具の転倒・落下を防ぐた
め、
家具を固定する。

■非常持出品が揃っているか
確認する。
■定期的に保存状態や
使用期限を点検・交
換する。

〈危険箇所のチェック〉
〈役割分担を決める〉

■非常時に誰が何をする
かの役割を決めておく。

■家の中や外をチェックして、
危
険箇所や安全箇所を確認する。
■危険な場所はできる限り、
補修や修理をしておく。

台風や豪雨時に備え、
「自らの命は自らが守る」意識を一人ひとりが持ち、平時より地域の災害リ
スクを確認し、災害時にとるべき行動について理解することが重要です。
市民の皆さん自らが自宅の災害リスクを踏まえ、とるべき行動を判断
するための「避難行動判定フロー」および警戒レベル等の避難情報を読
◀内閣府
み解き避難するタイミングを判断するための「避難情報のポイント」を
リーフレット
内閣府が作成しましたので確認をお願いします。
また、避難が必要な場合に「いつ、どこに避難するのか」あらかじめ
決めておくことも重要です。避難に備えた行動を一人ひとりが事前に決
めておくため、市ではマイ・タイムライン（防災ハンドブックに掲載）
◀防災
を推奨していますので、ご活用ください。
ハンドブック
安全対策課消防防災班 ☎０４７５（７０）０３０３

避 難 行 動 判 定 フロ ー

あなたがとるべき避難行動は？
ハザードマップ※で自分の家がどこにあるか確認し、印
をつけてみましょう。

家がある場所に色が塗られていますか？

必ず取り組みましょう

※ハザードマップは浸水や土砂災害が発生する恐れの高い区域を
着色した地図です。着色されていないところでも災害が起こる
可能性があります。

色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や崖
のそばなどにお住まいの方は、市区町村からの避難
情報を参考に必要に応じて避難してください。

いいえ

はい

●浸水の危険があっても、
①洪水により家屋が倒壊または崩落してしまう恐れ
の高い区域の外側である
②浸水する深さよりも高いところにいる
③浸水しても水がひくまで我慢できる、水・食糧など
の備えが十分にある
場合は自宅にとどまり安全確保をすることも可能です。
●土砂災害の危険があっても、十分堅牢なマンション等
の上層階に住んでいる場合は自宅にとどまり安全確
保をすることも可能です。

災害の危険があるので、原則として、自宅の外に避
難が必要です。

例外

ご自身または一緒に避難する方は避難に時間がかか
りますか？

いいえ
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雨の強さと予想被害
１時間当たり
予報用語
の雨量

状況

10㎜以上 やや
20㎜未満 強い雨

地面一面に水たまりができ
る。この程度の雨でも長く続
く時は注意が必要。

20㎜以上
強い雨
30㎜未満

車のワイパーを速くしても、
前が見づらい。側溝や下水、
小さな川があふれ、小規模の
崖崩れが始まる。

道路が川のようになる。山崩れ
30㎜以上
激しい雨 や崖崩れが起きやすくなり危険
50㎜未満
地帯では避難の準備が必要。
傘は全く役に立たなくなる。
50㎜以上 非常に
車の運転は危険。土砂崩れが
80㎜未満 激しい雨 起こりやすく、多くの災害が
発生する。

80㎜以上 猛烈な雨

息苦しくなるような圧迫感が
ある。雨による大規模な災害
が発生する恐れが強く、厳重
な警戒が必要。

５年に１度の日本で最も重要な統計調査

令和2年国勢調査を実施します
■国勢調査は、
2020年
（令和２年）
10月１日現在、
日本に住んでいる
全ての人および世帯が対象です。
■国勢調査の結果は、
国や地方公共団体の社会福祉、
雇用、
環境整
備、
災害対策などをはじめとする各種施策の基礎資料として利用
されるほか、
コンビニの出店計画など、
民間においても幅広く活用
されています。
■９月中旬から、
調査員が皆さんのお宅を訪問し、
調査書類をお配り
します。
■今回の国勢調査は、
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、
調査の説明はインターフォン越しで行うことや、
調査書類は郵便
受けに投函して配布するなど、
できる限り皆さんと調査員が直接
対面しない非接触の方法で行います。
調査の回答は、
接触機会を減らすために、
できる限りインター
ネットまたは郵送でお願いします。
■国勢調査を装った詐欺や不審な調査にご注意ください。
調査員は、
総務省が発行した
「調査員証」
を携帯しています。
調査員が金銭を要求したり、
銀行口座の暗証番号やクレジット
カード番号をお聞きすることはありません。
インタ ー ネット 回 答 期 間

はい
安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人
はいますか？
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安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚や知人
はいますか？

はい

いいえ

はい

いいえ

警戒レベル３が出たら、安
全な親戚や知人宅に避難
しましょう
（日ごろから相
談しておきましょう）
。

警戒レベル３が出たら、市
区町村が指定している指
定緊急避難場所に避難し
ましょう。

警戒レベル4が出たら、安
全な親戚や知人宅に避難
しましょう
（日ごろから相
談しておきましょう）
。

警戒レベル4が出たら、市
区町村が指定している指
定緊急避難場所に避難し
ましょう。

です

「自らの命は自らが守る」意識を持ち、
「避難行動判定フロー」を確認しよう

関
※連記事は２面から

■家族が離れてしまうこと
も考えられるので、
連絡方
法や避難場所などの確認
をする。
■避難経路を事前にチェッ
クしておく。

風 水 害 に備えて

災害時にはどうしたらいいか、
家族でよく話し
合っておくことが大切です。

〈防災用具などの確認〉

▲市ホームページ

令和２年７月豪雨では日本各地で豪雨
被害 が発生し︑
多くの方が被災しました︒
また︑
本市も昨年の台風 号︑ 号︑ 月
日の大雨により甚大な被害を被りました︒
これからの時期は誰でも風水害で被災
する可能性 があります︒
風水害から少し
でも身を守るため︑
日ごろからの備え︑
防
災情報の入手方法などについて今一度確
認をお願いします︒

日ごろの備え

９ 月１ 日 は 防 災 の日

発行 大網白里市 編集 秘書広報課 〒299-3292 千葉県大網白里市大網115番地2
総合案内電話 ☎0475（70）0300（総務課） http://www.city.oamishirasato.lg.jp/

毎月1日発行

風水害時の危険度を５段階の
2
警戒レベルで伝達します
大網白里市からの災害時緊急
情報発信方法
3
令和３年度実施住民協働事業
の提案事業を募集
6
特集 新型コロナウイルス感染
症に伴う各種支援
7・８
申＝申し込み先
※ ＝問い合わせ先 □

９
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調 査 票（ 紙 ）で の 回 答 期 間

10

1

10
木

7

水

国勢調査については、
「国勢調査2020総合サイト」
をご覧ください。
https://www.kokusei2020.go.jp/

総務省・千葉県・大網白里市

企画政策課政策推進班 ☎０４７５
（７０）
０３１５

人口と世帯8月1日現在
（前月比） ●人口／49,042
（＋3） ●男／24,094
（＋2） ●女／24,948（＋1） ●世帯数／21,807（+28）

