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水害や土砂災害などは、河川や山などの地形が関係します。市のホームページに浸水害や土砂災害のおそ
れがある箇所などを示した『瑞浪市土砂災害ハザードマップ』を掲載していますので、自宅周辺や地域の危
険箇所を確認しておきましょう。

近年、全国各地で台風や集中豪雨（ゲリラ豪雨）などによる
水害や土砂災害が多発し、たくさんの方が被災されています。

災害発生時に判断を誤り、間違った避難行動をすることで、
命を落とすこともあります。

そのため、家族や地域で、日頃から災害発生時に『何をするべ
きか』『どのように避難をするべきか』を話し合い、いざという
ときには早めに避難することで、風水害から命を守りましょう。

はじめに

避難行動のポイント

地区を選択した後、確認したい
地域を選んでください。

　瑞浪市土砂災害ハザードマップ 検　索

自宅周辺などの危険箇所を確認しましょう1
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市は、災害が発生、または発生するおそれがある場合、その危険から命を守るために避難する場所を指定
しています。浸水害や土砂災害など、災害の種別によって避難場所が異なりますので、それぞれの災害に応
じた避難場所を決めておきましょう。

【指定緊急避難場所：P10】
災害から緊急的に避難する場所です。学校

のグラウンドや公園などの野外公共施設を
指定しています。

指定緊急避難場所までの経路に危険箇所がある場合は？
指定緊急避難場所まで避難することがかえって危険な場合

は、ハザードマップを基に公園や空き地、公民館など「近隣
の安全な場所（一時避難場所）」を決めておきましょう。

市では、避難情報を防災行政無線、防災ラジオ、防災・防犯「絆」メール、市ホームページ、ケーブルテ
レビテロップ放送、緊急速報メール（エリアメール）などで皆さんにお伝えします。

市が発令する避難情報は、命を守る重要な情報ですので、防災ラジオを正しく設置したり、防災・防犯「絆」
メールに登録するなど確実に入手できるようにしましょう。［P12］

避難情報を確実に入手しましょう3

【指定避難所：P11】
被災された方が一定期間滞在・避難生活を送るための施設で、

コミュニティーセンターや学校などの公共施設を指定しています。

災害から緊急的に避難する場所です。学校
のグラウンドや公園などの野外公共施設を

避難する場所を決めておきましょう2
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市は、災害が発生するおそれがあるなど避難が必要と判断した場合に、避難情報を発令します。状況に合
わせて情報を伝達しますので、それぞれの意味を理解し、適切な避難行動ができるようにしておきましょう。

＊避難情報の意味を分かりやすく表現するため、「避難準備情報」は「避難準備・高齢者等避難開始」に、
「避難指示」は「避難指示（緊急）」に名称が変更されました。（「避難勧告」は変更ありません）

区分 発令時の状況 皆さんに求める行動

●人的被害の発生する可能性が高
まった状況

具体例
・強い降雨を伴う台風が夜間から

明け方に接近・通過することが
予想される場合

・土岐川の水位がはん濫注意水位
（釜戸）、避難判断水位(瑞浪)に
到達した場合　　　　　　［P８］

瑞浪観測所：3.3m
釜戸観測所：1.6m

＊水位基準は、変更されることがあります。

　　　　　　　　　　　　　など

●高齢者、障がい者、乳幼児など、特に避難に時間を要する
方（要配慮者）は、避難を開始してください。

●その他の方は、家族との連絡、非常用持出品の用意など、
避難準備を開始してください。

●人的被害の発生する可能性が明
らかに高まった状況

具体例
・土砂災害警戒情報が発表された

場合　　　　　　　　　　［P７］
・土岐川の水位がはん濫危険水位

に到達した場合　　　　　［P８］
瑞浪観測所：4.1m
釜戸観測所：２．３m

＊水位基準は、変更されることがあります。

　　　　　　　　　　　　　など

●速やかに安全な場所へ避難してください。
●屋外が危険な場合は、屋内に留まって安全を確保してくだ

さい。

●人的被害の発生する可能性が非
常に高いと判断された状況

●人的被害が発生した状況

具体例
・山鳴り、流木の流出が確認され

た場合
・河川の決壊の恐れがある場合

　　　　　　　　　　　　　など

●避難を完了してください。まだ、避難していない方は直ち
に安全な場所へ避難してください。

●屋外が危険な場合は、屋内に留まって安全を確保してくだ
さい。

避難情報を正しく理解しましょう4
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気象庁は、大雨による災害のおそれがある場合、大雨警報などさまざまな
気象情報を発表し、注意や警戒を呼びかけます。

テレビやラジオ、インターネットなどを活用して、自ら正しい防災情報を
取得し、早めの行動を心がけてください。

また、市でも防災行政無線、防災ラジオや防災・防犯「絆」メールなどで
防災情報をお伝えします。

【大雨などに関する情報と住民の行動】
気象状況 気象情報 皆さんに求める行動

大雨の数日～
約１日前

大雨の可能性が
高くなる

●気象情報の確認
●ハザードマップで土砂災害警戒区域や

浸水想定区域などの危険箇所を確認
●避難場所や避難経路を確認

警報級の
可　能　性

大雨に
関する

気象情報

⬇
半日～数時間前
雨が降り始める

大　　雨
注　意　報

●最新情報を把握し、災害に備えた早めの準備
●夜間に気象警報発表の可能性が高いとされている場合、避難

行動に支援を必要とする方は、市が発令する避難情報を確認
し、早めに避難⬇

雨が強さを増す

⬇
数時間～

２時間程度前

大　　雨
警　　報

●台風の接近による暴風などで屋外を移動できなくなる前に、
早めの自主避難

●避難行動に支援を必要とする方は、市が発令する避難情報を
確認し、早めに避難⬇

大雨となる ●土砂災害警戒区域などにお住まいの方は、市が発令する避難
情報を確認し、速やかに避難

●既に重大な災害が発生していてもおかしくない極めて危険な
状況

●屋外の移動が危険な場合は、がけや沢などから離れた屋内の
２階以上の安全な場所で待避

土

砂

災

害

警

戒

情

報

記
録
的
短
時
間
大
雨
情
報

⬇
大雨が一層
激しくなる

⬇
大　　雨
特別警報

●これまでに経験したことのないような大雨となり、重大な危
険が差し迫った異常事態。
市の避難情報に従うなど、
直ちに命を守るための適
切な行動

広範囲で数十年
に 一 度 の 大 雨

気象情報に注意しましょう5
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【市内の雨量情報】
市ホームページで市内９地点（市役所、各コミュニティーセンター、日吉町平岩、釜戸町論栃、陶町大

川）の雨量情報を確認することができます。

【風の強さと吹き方】
予報用語 風の強さ（ｍ/秒） おおよその時速 風の吹き方

やや強い風 10以上～15未満 ～50㎞

風に向かって歩きにく
くなる。
傘がさせない。
樹木全体が揺れ始める。

強い風 15以上～20未満 ～70㎞ 風に向かって歩けなくなり、転倒する人も出る。
看板やトタン板が外れ始める。

非常に強い風 20以上～30未満 ～110㎞ 何かにつかまっていないと立っていられない。
飛ばされた物によって負傷するおそれがある。

猛烈な風 30以上 110㎞～
屋外での行動は極めて危険。
多くの樹木が倒れ、電柱でも倒れるものがある。
ブロック壁や住家で倒壊するものがある。

【雨の強さと降り方】
予報用語 １時間雨量（㎜） 雨の降り方

やや強い雨 10以上～20未満 ザーザーと降る。
雨の音で話し声がよく聞き取れない。

強い雨 20以上～30未満
どしゃ降り。
側溝や小さな川から水があふれる。
ワイパーを速くしても見づらい。

激しい雨 30以上～50未満
バケツをひっくり返したように降る。
道路が川のようになり、がけ崩れなどが起きやすくなる。
がけ崩れなどが起きやすい箇所では避難の準備が必要。

非常に激しい雨 50以上～80未満

滝のように降る。
傘は全く役に立たない。
土石流が起こりやすく、多くの災害が発生する。
車の運転は危険。

猛烈な雨 80以上 恐怖を感じる。
大規模な災害が発生するおそれが強く、厳重な警戒が必要。

　瑞浪市雨量情報と河川映像 検　索

6 風水害から命を守ろう！　～避難行動のすすめ～ 風水害から命を守ろう！　～避難行動のすすめ～



土砂災害は、大雨や地震などの影響により発生するもので、『がけ崩れ』『土石流』『地すべり』の３つに
分類されます。すさまじい破壊力を持つ土砂が一瞬にして多くの人の命や財産を奪ってしまいます。ハザー
ドマップを基に、自宅周辺などの危険箇所を把握し、避難場所や避難経路を確認しておきましょう。また、
土砂災害の前兆現象に気づいた場合や土砂災害警戒情報が発表された場合は、いち早く安全な場所に避難し
ましょう。

【土砂災害の種類と前兆現象】

【土砂災害警戒情報】
土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危険度が高まったとき、市町村長が避難勧告等を発令す

る際の判断や住民の自主避難の参考となるよう、県と気象庁が共同で発表する防災情報です。土砂災害警戒
情報は、テレビやラジオ、気象庁や県のホームページで確認できるほか、防災行政無線や防災ラジオ、防
災・防犯「絆」メールなどでもお伝えします。

また、『ぎふ土砂災害警戒情報ポータル』で、県内の
土砂災害の危険度や雨量情報を確認することができます。

【土砂災害警戒区域】
土砂災害防止法に基づき、土砂災害のおそれがあると指定されている区域（土砂災害警戒区域、土砂災害

特別警戒区域）で、ハザードマップで確認することができます。

土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又
は身体に危害が生ずるおそれがあると認められ
る区域

土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が
生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生
ずるおそれがあると認められる区域

土砂災害警戒区域（イエローゾーン） 土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）

【前兆現象】
●がけに割れ目が見える
●がけからの湧き水がにごる
●がけから小石がパラパラ落ち

てくる
　 など

雨や雪どけ水、地震などの影
響により、急激に斜面が崩れ落
ちる現象。

【特徴】　崩れ落ちるまでの時間
が短いため、逃げ遅れて犠牲に
なる場合も多い。

がけ崩れ

【前兆現象】
●渓流の水がにごり、流木など

が混じっている
●雨が降り続いているのに、川

の水が減っている
●山鳴りがする など

大雨などにより、山腹や渓流
の土砂が下流へ一気に押し流さ
れる現象。

【特徴】　時速20～40㎞で流れ
る土砂が、あらゆるものをのみ
込んで進む。

土石流

【前兆現象】
●沢や井戸の水がにごる
●地面がひび割れている
●池や沼の水量が急に変化する
●斜面から水が噴き出す
 など

雨や雪どけ水が地下に浸み込
み、斜面がゆっくりと下方に滑
り出す現象。

【特徴】　土塊の移動量が大きい
ため、広範囲に甚大な被害が発
生する。

地すべり

　ぎふ土砂災害警戒情報ポータル 検　索

土砂災害に注意しましょう6
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河川や用水路などは、激しい雨が降ることや、周りから雨が流れ込むことで、
短時間の雨でも急激に水位が上昇することがあります。また、自分のいる場所
で強い雨が降っていなくても、上流で降った雨により水位が上昇する場合もあ
ります。

日頃からハザードマップで、過去に水害のあった箇所や河川がはん濫した場
合の浸水想定区域など、自宅周辺の危険箇所を確認しましょう。また、水害の危険性がある地域で大雨が降
った場合や、自宅にいることが危険だと判断される場合には、早めに避難しましょう。

【土岐川の水位観測所 】
土岐川は「水位周知河川」に指定され、明徳橋（瑞浪）と新大島橋（釜戸）の２箇所に水位観測所が設け

られ、「避難判断水位」「はん濫危険水位」など避難の目安となる水位が設定されています。それぞれの観測
所の水位は、県ホームページ内の『岐阜県川の防災情報』で確認することができます。

【土岐川の河川映像】
土岐川には、松ヶ瀬橋（浄化センター屋上から）、明徳橋（市役所屋上から）、新大島橋（竜吟幼児園屋上

から）の３箇所に河川カメラが設置され、市ホームページからライブ映像を見ることができます。

明徳橋（瑞浪）観測点 新大島橋（釡戸）観測点

松ヶ瀬橋ライブ映像

　岐阜県川の防災情報 検　索

　瑞浪市雨量情報と河川映像 検　索

河川などの水位に注意しましょう7
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水害や土砂災害が迫ったとき、その状況は一人ひとり違います。自分の命や家族の命を守るためには、的
確に状況を判断し、早めに避難行動に移ることが重要です。

避難情報が発令されていなくても、少しでも危険を感じたら、ためらわず自主的に避難しましょう。

【避難行動】
●立ち退き避難　…　自宅などから指定緊急避難場所や

その他の安全な場所へ移動する

●屋内安全確保　…　自宅などの建物内に留まり、安全
を確保する

＊どちらの避難行動がより安全なのか、ハザードマップを参考に確認しておきましょう。

【命を守る最低限の行動】
屋外への移動が危険で、屋内への浸水による危険がな

いと判断される場合は、自宅や近隣建物の２階以上へ緊
急的に避難し、救助を待つことも検討してください。

【避難するときの注意点】

歩きやすく安全な服装で
ヘルメットなどで頭を守り、履物はひも

で締められる運動靴で避難しましょう。

深さに注意
水の流れが速い場合は、20cm程度の水

位でも大変危険です。くるぶし程度の水位
が避難できる目安となります。

足元に注意
大雨の影響でマンホールのふたが外れる

場合があります。マンホールや側溝は大変
危険ですので、足元には十分注意しましょ
う。

単独行動はしない
避難するときは、隣近所を誘い合って、

２人以上で避難しましょう。

危険な状況下では、
立ち退き避難に
こだわらず、
安全の確保を第一に
考えましょう。

う。
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立ち退き避難

早めに避難しましょう8
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指定緊急避難場所
災害が発生、または発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための場所です。一時的に避難する

場所として広場や学校のグラウンドなどの野外公共施設を指定しています。

地　区 施　設　名 所　在　地 災害種別
水　害 土砂災害

瑞浪

宮乃内遊園地 宮前町１丁目44
市民福祉センター（ハートピア）駐車場 樽上町１丁目77
五色公園 一色町４丁目19
瑞浪小学校グラウンド 北小田町１丁目66
下沖公園 下沖町１丁目1
瑞浪中学校グラウンド 土岐町7790-1 ×
明賀台ふれあい公園 明賀台２丁目82
小田西部中央公園 西小田町６丁目42 ×
高松公園 西小田町３丁目258 ×
瑞浪中央公園 北小田町２丁目4

土岐

土岐小学校グラウンド 土岐町6451-4 ×
瑞陵中学校グラウンド 土岐町516-3 ×
ますみ公園 益見町1丁目140 ×
南松公園 上平町４丁目38
小樽公園 上平町１丁目39 ×

明世

明世小学校グラウンド 明世町山野内1-40
市民公園（いこいの広場） 明世町戸狩69-1 ×
四反田公園 薬師町４丁目14
狭間川公園 松ヶ瀬町４丁目33

稲津
稲津小学校グラウンド 稲津町小里371-1
瑞浪南中学校グラウンド 稲津町小里456
稲津コミュニティーセンター駐車場 稲津町小里697-1

陶 陶小学校グラウンド 陶町水上664-8 ×
旧陶中学校グラウンド 陶町水上665-1

釜戸 釜戸小学校グラウンド 釜戸町3007-3 ×
釜戸中学校グラウンド 釜戸町3361-3 ×

大湫 旧大湫小学校グラウンド 大湫町416-1 ×
日吉 日吉小・中学校グラウンド 日吉町2370-1 ×

旧日吉中学校グラウンド 日吉町2722-1 ×

施　設　名 所　在　地
市民福祉センター（ハートピア） 樽上町1丁目77

福祉避難所
高齢者や障がい者など、特別な配慮が必要な方のための避難所です。

【災害種別の説明】
水　　害 × 施設が浸水想定区域内にあるため、水害が予想される場合は、使用できません。

土砂災害 × 施設が土砂災害警戒区域内にあるため、土砂災害が予想される場合は、使用できません。

＊施設周辺が浸水想定区域や土砂災害警戒区域に指定されているなど危険な場合もありますので、避難経路の安全を十分に確認してく
ださい。

風水害時の避難場所等一覧（平成29年６月現在）9
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指定避難所
災害の危険性があり避難した方が、危険性がなくなるまで滞在、ま

たは災害により家に戻れなくなった方が一定期間生活をする場所です。
コミュニティーセンターや学校などの公共施設を指定しています。

地　区 施　設　名 所　在　地 災害種別
水　害 土砂災害

瑞浪

瑞浪小学校 北小田町1丁目66
瑞浪中学校 土岐町7790-1
瑞浪幼児園 北小田町1丁目54
一色幼児園 寺河戸町190-1
みどり幼児園 下沖町2丁目10
南小田児童館 南小田町1丁目32
市民福祉センター（ハートピア） 樽上町1丁目77
子ども発達支援センター「ぽけっと」 寺河戸町1149-1
窯業技術研究所 上平町5丁目5-1
地域交流センター「ときわ」 寺河戸町1131-2 ×

土岐

土岐小学校 土岐町6451-4 ×
瑞陵中学校 土岐町516-3 ×
総合文化センター 土岐町7267-4 ×
桔梗幼児園 土岐町1770-2 ×
土岐児童センター 土岐町5765-1
桜寿荘（さくら） 土岐町5200 ×
教育支援センター 土岐町400-1
岐阜県立瑞浪高等学校 土岐町7942

明世 明世小学校 明世町山野内1-40
市民体育館 明世町戸狩191 ×

稲津

稲津小学校 稲津町小里371-1
瑞浪南中学校 稲津町小里456
稲津コミュニティーセンター 稲津町小里697-1
稲津幼児園 稲津町小里697-1
寿楽荘 稲津町小里606-8

陶

陶小学校 陶町水上664-8 ×
旧陶中学校 陶町水上665-1
陶コミュニティーセンター 陶町猿爪405-1
陶幼児園 陶町猿爪1082-46 ×
陶児童館 陶町猿爪1082-65 ×
陶公民館体育室 陶町水上669-1

釜戸

釜戸小学校 釜戸町3007-3 ×
釜戸中学校 釜戸町3361-3 ×
釜戸コミュニティーセンター 釜戸町2673-1
竜吟幼児園 釜戸町2821-2 ×

大湫 大湫コミュニティーセンター 大湫町422-1

日吉

日吉小・中学校 日吉町2370-1 ×
日吉コミュニティーセンター 日吉町4093-2 ×
日吉スポーツ施設（旧日吉中学校） 日吉町2722-1 ×
日吉幼児園 日吉町4115-2 ×
福寿荘 日吉町4116-1 ×
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手順　❹ 入力内容を確認して登録。

手順　❺ 登録完了。「本登録完了のお知らせ」メー
ルが届きます。

手順　❸ 利用規約を確認。

手順　❷ 登録用URLが添付されたメールを受信し、
URLからサイトにアクセス。

❷

❹❸

黒色の防災専用アンテナ
をラジオ本体に差し込み、
ネジを右に廻して取り付
ける。

瑞浪市まちづくり推進部生活安全課（平成２９年６月発行）
〒509-6195　瑞浪市上平町1-1　℡0572-68-2111（代表）内線331、332
http://www.city.mizunami.lg.jp/ 　seikatu@city.mizunami.lg.jp

＊電池の液漏れ防止のため、ご自身で年に１回程度交換してください。
＊防災ラジオの貸与を受けていない方は、生活安全課または地域のコミュニティーセンターで申請してください。

ＡＣアダプタをコンセントに差し、
ラジオと接続する。

テレビやパソコンなどの機器から離して
設置する。

停電時用に、乾電池(単三３本)を入れる。

【登録に関する注意事項】
●迷惑メール対策をしている場合は、①と②の設定を行ってから登録手続きを

してください。
＊迷惑メール対策をしていない場合でも、より確実に受信するため、設定をお勧

めします。
①次のドメイン、またはアドレスどちらかの受信を許可する

・ドメイン　@mgz.city.mizunami.gifu.jp
・アドレス　mgz-kizuna@mgz.city.mizunami.gifu.jp

②URL付きメールの受信を許可する
＊迷惑メール対策などにより、３回メールが到達しなかった場合は、自動的に退

会となります。

＊次のURL、またはQRコードからサイトにアクセ
スし、送信することもできます。
https://service.sugumail.com/mizunami/

手順　❶ 下記アドレスに「空メール」を送信。
t-mizunami@sg-m.jp

❶

×

防災ラジオの正しい設置方法10

防災・防犯「絆」メールの登録方法11

12




