データ放送での情報の取得手順
データ放送に対応しているテレビでは、 d ボタンを押すことで、雨量や避難に関する
情報を確認することができます。
1 NHK(地デジ1ch)を選択し､
リモコンの d ボタンを選択

2 防災・生活情報
をリモコンで選択

保存版
令和３年８月作成

3 確認したい情報
をリモコンで選択

（テレビ画面イメージ図）

（テレビ画面イメージ図）

d ボタン

【河川水位・雨量を確認】
1 河川水位・雨量
4
河川水位・雨量
をリモコンで選択

（テレビ画面イメージ図）

1 河川水位・雨量 を確認
5
（テレビ画面イメージ図）

【避難情報を確認】
4 避難情報
避難情報
をリモコンで選択

（テレビ画面イメージ図）

5 避難情報 を確認

【開設避難所情報を確認】
4 開設避難所情報
開設避難所情報
をリモコンで選択

（テレビ画面イメージ図）

5 開設避難所情報 を確認

（テレビ画面イメージ図）

富岡市

妙義地区

自主避難計画

（テレビ画面イメージ図）

◆目次

区長への直接報告も可

情報共有体制

区長

区役員

住民

避難に関する情報の連絡先
富岡市危機管理課(TEL:62-1511)
※ 赤線 は報告体制

作成：富岡市危機管理課

消防団（各区の分団）
協
力：妙義地区の皆さん
編集・印刷：㈱アイ・ディー・エー 社会技術研究所

この自主避難計画は「住民懇談会」を通じて、
区長をはじめとした有志住民によって検討されたものです。
本冊子には、災害への備えとして、妙義地区にお住まいの皆さんに知ってお
いてほしいことが記載されていますので、必ず目を通して、いつでも見られ
るようにしておいてください。

富岡市における避難対応方針
自らの災害リスクを認識し、状況に応じた避難行動をとることができるように、
まずは下記の対応方針をご確認ください。

① 自分の住んでいる場所は避難の必要がある場所なのかを確認する
避難とは「難」を「避」けることであり、安全な場所にいる人まで、避難所
に行く必要はありません。本当に避難所に行く必要のある方を適切に受け入
れられるようご協力をお願いします。
在宅避難
※危険な場所にいる人は、躊躇（ちゅうちょ）なく
避難することが大原則です。

② 避難所以外の親戚や知人宅等への避難が可能か確認する

洪水･土砂災害

自分がとるべき避難行動を確認しましょう！
避難行動判定フロー
｢富岡市防災マップ」で自分の家がどこにあるか、
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？

いいえ

はい

色が塗られていなくても、周りと比べて
低い土地やがけのそばなどにお住まいの
方は、富岡市からの避難情報等を参考に、
必要に応じて避難してください

可能な範囲で｢在宅避難｣

自宅が危険な場合など、緊急時に身を寄せる避難先は市が開設する指定避難
所（指定緊急避難場所）だけではありません。避難所が過密状態になること
を防止するためにも、可能な場合は安全な親戚や知人宅等に避難することも
検討しておきましょう。
分散避難
※遠くの親戚や知人宅に避難する場合は、避難途中に災害に
遭わないよう、市の避難情報の発令を待たずに早めに避難を完了しましょう。

③ 上記①②にも当てはまらない場合には、躊躇なく避難所へ避難する
避難情報（警戒レベル）の意味を正しく理解するとともに、周囲の異変など
を気にし、適切なタイミングで避難行動をとってください。また、避難所に
持参する持ち出し品は事前に準備しておき、季節にあった服装、持参品で避
難してください。
避難所避難
※時期によってどのような感染症が流行しているか
わかりません。マスク、体温計、手洗い用石鹸などの衛生用品を持参しましょう。

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
※浸水の危険があっても、
①洪水により家屋が倒壊又は崩落してしまうお
例外
そ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ある
③浸水しても水がひくまで我慢でき、水・食糧
等の備えが十分にある場合は自宅に留まり、
安全確保をすることも可能
なお、自宅に留まる場合は、建物の２階以上
に避難することを心掛けましょう

緊急時には｢垂直避難｣
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？

はい

いいえ

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？

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

警戒レベル３が
出たら、市指定
避難所に避難し
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

警戒レベル４が
出たら、市指定
避難所に避難し
ましょう

｢分散避難｣

｢避難所避難｣

｢分散避難｣

｢避難所避難｣

出典）内閣府「避難行動判定フロー・避難情報ポイントに関するチラシ」を参考に加工
１

２

災害からの避難の考え方
安全に避難できるとき
◎事前に大型の台風や
大雨などが予想され
る場合

洪水･土砂災害

富岡市が指定する避難場所など、
安全な場所へ避難することが大原則です。

◎夜中に雨が降り続く
と予想される場合

◎高齢者等避難
（警戒レベル３）を
聞いた場合

早めの「分散避難」で、密を防ぎましょう！
◎災害の危険性が低い
地域にお住まいの方
は、自宅で待機

◎災害の危険性の低い
親戚・知人宅など
安全な場所

◎富岡市が指定する
避難場所
※富岡市が指定する避難場所
の開設は、台風等の状況に
より市が判断します

暗くなる前に避難!!

高齢者等避難
を
発令しました

在宅避難

遠くへの避難が危険なとき
◎予兆現象などいつも
と違うと感じた場合

その場その時の状況で少しでも
安全と思われる場所で身を守りましょう。

◎避難経路が浸水して
いる場合

◎急激な大雨により土
砂が急に迫ってきた
場合

分散避難

いざというときの避難場所も確認しましょう！
◎がけや沢から離れた最
寄りの高い建物や高台

◎自宅の２階以上で斜面
から離れた部屋

避難所避難

合わせて確認！
富岡市
防災マップ

具体的な避難基準は｢各区の自主避難基準(７～８ページ)｣を確認してください！

あぶない！
やめて！

垂直避難
！ 避難情報などの入手手段
テレビ・ラジオ

市や気象庁の
ホームページ
※富岡市ホームページ
https://www.city.tomioka.lg.jp

３

！ 押さえておきたいWebサイト
広報車

緊急速報ﾒｰﾙ(ｴﾘｱﾒｰﾙ)

防災無線

とみおかｲﾝﾌｫﾒｰﾙ

防災ラジオ

※ＱＲコードにアクセスし、
空メールを送信してください。

垂直避難

富岡市
避難行動マニュアル
（概要版）

※詳細は｢富岡市避難行動マニュアル(概要版)」を確認

群馬県防災
ポータルサイト

キキクル（危険度分布）

川の水位情報

Yahoo!防災速報

４

いざというときのための自主避難ルール

1

日頃から全住民が

しておくこと

・地域の危険箇所、避難経路を確認する

2

雨が降ったら！

まず､雨量を計測！

市からの情報を待たず、自分の身は自分で守る姿勢が重要です

3

大雨が降ったら！

周辺の様子を確認！

・異常な雨が降っていることを全住民で共有する ・地域の異変を全住民で共有する
住民は

落ち着いて避難できる
ように、11～18ページの
「災害時緊急避難地図」
を確認しておく

※ 報告体制(連絡網) は裏表紙を確認してください

警戒開始の雨量基準

カップ酒の瓶等を利用して
雨量計測が簡単にできます！

雨量基準に達したら周囲に警戒しましょう！
連続雨量１００ｍｍ
または

時間雨量

２０ｍｍ

５

自宅周辺の

比較的安全と思われる
場所や建物
へ避難する

集まった報告内容が
自主避難基準 に達したら、
該当地区の住民に 自主避難 を
開始するよう 連絡網 をもとに
住民へ伝達するよう努める
※連絡がつかなかったり届かなかったとしても、
危険だと思ったら避難すること

自主避難基準

５
2cm

… １時間で

２cm分以上増えた場合

2cm

そうでない方も、自宅周辺が気になる場合は
自宅を含めて、がけや沢から少しでも離れた
最寄の建物の２階以上へ避難する
※避難経路がすでに危険な場合は、無理に避難せず
自宅の上階などで身を守ること

各区の自主避難基準は７～８ページを確認！ ➡

富岡市が発令する「行動を促す情報(警戒レベル)」も参考にしてください
警戒レベル 行動を促す情報

10cmの高さを超えた場合

※住民それぞれで日頃から雨量計測を行ない、雨の降り方と周辺の様子に注意しましょう。

出典）富岡市防災マップ

10cm

… 雨が降り始めてから
(カップ酒の瓶から水があふれた場合)

土砂災害警戒区域・浸水想定区域内にいる方は

区長・役員は

雨量基準の報告を受けたら、
周辺の様子に注意するように
警戒開始 を 連絡網 をもとに
住民へ伝達するよう努める

非常持ち出し品を
準備しておく

自主避難を開始！

いつもと違う状況を
見つけたら 報告体制 に
基づき報告し、避難する

区長・役員は

・いつでも避難できるように備えておく

いつもと違う状況なら！

・隣近所に声をかけ合い避難する

住民は

警戒開始の雨量 が
降ったことを確認したら
報告体制 に基づき報告する

4

洪水･土砂災害

４
３

【状況】住民が取るべき行動

緊急安全確保 【災害発生又は切迫】命の危険

直ちに安全確保！

＜警戒レベル４までに必ず避難！＞
避難指示

【災害のおそれ高い】危険な場所から全員避難

高齢者等避難 【災害のおそれあり】危険な場所から高齢者等は避難
※これらの情報が発令される前に災害が発生することも十分に考えられます。

出典）富岡市防災マップ

６

各区の自主避難基準
いつ？

どこに？

 降り始めからの雨量が100
㎜に達し、その後も降雨
が見込まれる場合
 警戒レベルが「３：高齢
者等避難」になった場合

 安全な親戚、知人宅
 妙義中央公民館

（余裕がない場合）

（余裕がない場合）

 中里公会堂
 古立公会堂
 垂直避難（建物の２階以
上に避難、平屋の場合は
近隣の２階建て以上のお
宅へ）※特に外に出るの
が危険な場合は推奨

どこに？

（余裕がある場合）

緊急避難

 予兆現象を１つでも確認
した場合
 外に出るのが危険な場合
 警戒レベルが「４：避難
指示」になった場合

いつ？

 予兆現象を１つでも確認
した場合
 身の危険や恐怖を感じた
場合
 警戒レベルが「４：避難
指示」になった場合

 近隣の比較的安全なお宅
 市で開設している指定避難
所（防災無線等の放送を参
考にする）

緊急避難

 安全な親戚、友人（知
人）宅
 妙義中央公民館
 妙義中学校

洪水･土砂災害

自主避難基準 ➡ 確認したら自主避難を開始！

事前避難

（余裕がある場合）

 降り始めからの雨量が200
㎜に達し、その後も降雨
が見込まれる場合
 警戒レベルが「３：高齢
者等避難」になった場合

金鶏区

自主避難基準 ➡ 確認したら自主避難を開始！

事前避難

白雲区

自主避難基準 ➡ 確認したら自主避難を開始！
いつ？

どこに？

（余裕がある場合）

 降り始めからの雨量が200
㎜に達し、その後も降雨
が見込まれる場合

 安全な親戚、知人宅
 妙義中央公民館
 妙義小学校

（余裕がない場合）

 予兆現象を１つでも確認
した場合
 警戒レベルが「４：避難
指示」になった場合

 木戸久保地区→木戸久保公
会堂
 諸土橋地区→諸土橋公会堂
 日影地区→日影公会堂
 日向地区→妙義小学校
 行沢地区→妙義小学校、妙
義中学校
※安全だと判断できる場合は、
無理に避難する必要はない

事前避難

金洞区

緊急避難

７

お住まいの区の「自主避難基準」を確認しておきましょう

８

緊急時の避難行動【大地震・大火災・ミサイル】
◆大地震時の｢自らの身を守る行動｣

大地震･大火災･ミサイル

◆大火災時の｢自らの身を守る行動｣

初動対応
◎頭部を保護し、動かない

◎あわてず火の始末をする

避難するタイミング
自主避難
・熱風や燃焼音、炎の明るさを感じたら火の手の反対へ避難

避難指示
・火災の延焼による危険性があるため、一般の住民においては、安全の
ため速やかに避難を開始

・テーブル・机・ベッドの下など
に潜り込む。
・低い体勢をとる。
・クッション等、なければ手のひ
らを後頭部に付けて、頭部を守
る。

・火から離れている時は無理に消
そうとせずに、いったん揺れが
収まってから、みんなで協力し
て調理器具や暖房器具の火を消
す。

◎地震の際に、命の次に優先する事項は、火事を防ぐことです。
火が出た時には「火事だ！」と隣近所にも助けを求めて、小さなうち
に消しましょう。
◎木造建物の２階にいる時はあわてて降りず、安全確認をしてから降り
ましょう。

避難するタイミング
自主避難
・揺れが収まったら、家族と声を掛け合い、家の中の状況を確認
・柱のヒビや傾き、基礎のズレ等が生じた時は、速やかに建物から退去

避難指示
・地震に伴う建物倒壊や火事、土砂災害発生の恐れがあり、住民は速や
かに避難を開始
９

◆ミサイル飛来時の｢自らの身を守る行動｣
緊急速報メールの発信を確認
弾道ミサイルが日本の領土・領海に落下または通過する可能性がある
時Ｊ－ＡＬＥＲＴによる緊急速報メールやテレビ・ラジオの緊急速報
が出ますが、数分で日本へ飛来します。

速報が発信された場合の対応
①まず、屋内・地下へ避難
・できるだけ鉄筋コンクリート造などの頑丈な建物が望ましい。
・自動車の車内は、ミサイルの破片などで燃料のガソリンに引火する危
険があるので、車を止めて建物、地下に避難する。
・周囲にない場合は車から離れ、地面に伏せ、頭部を保護する。

②屋内での安全を確保
・できるだけ窓から遠ざかり、窓のない部屋で地面に伏せ、頭部を保護
する。
10

妙義地区 概観図

11

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R3 JHs 312

12

妙義地区 白雲区(東)

災害時緊急避難地図
■ 住民懇談会で把握した地域内の
災害危険箇所および避難場所

降雨時に確認される予兆現象

過去に発生した災害

その他の事柄

比較的安全と思われる
場所や建物

避難開始の目
■
土砂災害（特別）警戒区域
安となる現象
土砂災害特別警戒区域
（急傾斜地の崩壊・土石流）
土砂災害警戒区域
（急傾斜地の崩壊）
土砂災害警戒区域
（土石流）
土砂災害警戒区域
（地すべり）

■ 洪水浸水想定区域
[紫枠内] 24時間雨量681ｍｍ(高田川)
[紫枠外] 72時間雨量491ｍｍ
… 20.0m以上
… 10.0～20.0m未満
… 15.0～10.0m未満
5.0m

… 13.0～15.0m未満
3.0m

… 10.5～13.0m未満
0.5m

… 10.0～10.5m未満

縮尺：1/10,000
13

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R3 JHs 312

14

妙義地区 白雲区(西)･金洞区

災害時緊急避難地図
■ 住民懇談会で把握した地域内の
災害危険箇所および避難場所

降雨時に確認される予兆現象

過去に発生した災害

その他の事柄

比較的安全と思われる
場所や建物

避難開始の目
■
土砂災害（特別）警戒区域
安となる現象
土砂災害特別警戒区域
（急傾斜地の崩壊・土石流）
土砂災害警戒区域
（急傾斜地の崩壊）
土砂災害警戒区域
（土石流）
土砂災害警戒区域
（地すべり）

■ 洪水浸水想定区域
[紫枠内] 24時間雨量681ｍｍ(高田川)
[紫枠外] 72時間雨量491ｍｍ
… 20.0m以上
… 10.0～20.0m未満
… 15.0～10.0m未満
5.0m

… 13.0～15.0m未満
3.0m

… 10.5～13.0m未満
0.5m

… 10.0～10.5m未満
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妙義地区 金鶏区

災害時緊急避難地図
■ 住民懇談会で把握した地域内の
災害危険箇所および避難場所

降雨時に確認される予兆現象

過去に発生した災害

その他の事柄
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