
防災情報
(避難準備情報)

上記のほか、災害による危険を感じたら速やかに安全な場所に自主避難し、市役所（本庁または支所）へ連絡してください。

避難指示

避難勧告

防災や避難の準備に関して
市が提供する情報

災害の発生が夜間に及ぶと
予測される場合に、夕食時
などの早めの段階で提供し
ます。

災害時持ち出し品などを準
備するとともに、避難所及び
避難ルートの確認をしてく
ださい。
また、防災情報や気象情報の
収集に努めてください。

速やかに市が開設している
避難所に避難してください。
但し、周囲の状況から、避
難所まで行くことができな
い方は、地区の一時避難所
や自宅の安全な場所などに
退避してください。

当該地域又は土地等に災害
が発生するおそれがある場
合に市が行なう勧告

【土砂災害】
①前兆現象
②土砂災害の危険度
③気象状況や予測
【水害】
①河川の水位
②流域の気象状況や予測
③近隣の浸水情報
上記等を総合的に判断し、
早めの時期に発令します。

状況が更に悪化し、避難すべ
き時期が切迫した場合又は
既に災害が発生した後、現場
残留者がある場合に市が行
なう指示。
★勧告より緊急度が高い

　雨で地中に染み込んだ水分が土の
抵抗を弱め、弱くなった斜面が突然
崩れ落ちる現象。

　大量の土砂などが、豪雨などによ
る大量の水と混じり合って、津波の
ように流れ出す現象。

〈前兆〉
●がけからの水が濁る。
●がけに亀裂が生じる。
●斜面から小石がパラパラ落ちてくる。

〈前兆〉
●山鳴りや立木の裂ける音、石のぶつかり
合う音が聞こえる。
●雨が降り続いているのに川の水位が下がる。
●川の水が急に濁り、流木が混ざりはじめる。

　粘土などの地中の滑りやすい層に
地下水が入り込み、地面がズルズル
と動き出す現象。
〈前兆〉
●地面にひび割れができる。
●湧き水や井戸の水が濁る。
●斜面から水が噴き出す。

緊
急
性
・
危
険
性

・出雲市防災情報  � 24－8651

・出雲ケーブルビジョン　5チャンネル
・ひらたCATV　2チャンネル・5チャンネル

・NHK第1放送　周波数1296KHz
・山陰放送（AM）　周波数1431KHz
・エフエム山陰（FM）　周波数77.4MHz
・エフエムいずも（FM）　周波数80.1MHz

　音声案内に従って操作すると、市内27箇所の雨量観測所の
雨量情報や、注意報・警報発令情報などが入手できます。

　出雲地域に大雨、洪水警報が発令されたとき、注意報・警報の
発令状況、雨量・水位情報、出雲市からの防災情報を放送します。

・しまね防災ポータル
　http://www.bousai-shimane.jp/
・しまね防災ポータル携帯版
　http://www.bousai-shimane.jp/m/
・出雲市防災情報
　http://www.izumo-bousai.jp/
注意報・警報、雨量・水位情報、アメダス、気象レーダー、台風情報、衛星画像、地震情報などや、
出雲市からの防災情報が入手できます。

・しまね防災メール↓登録方法↓

電話電話・ファクスファクス電話・ファクス

テレビテレビテレビ

インインターターネットインターネット

携帯電話メール携帯電話メール携帯電話メール

ラジオラジオラジオ

　市では、防災情報や避難勧告、避難指示を防災行政無線、
ケーブルテレビ、有線放送（情報いずも・ひらたＣＡＴＶ
音声告知・ご縁ネット）、防災メール、広報車や町内連絡
網などでお知らせします。

　土砂災害が発生する前には、前兆現象が起こる場合があ
ります。前兆現象に気付いたら早めに自主避難し、市防災交
通課（�21－6606）または出雲県土整備事務所（�30－5615）

　災害から身を守るためには、正確な防災情報を入手し、早
めの行動を心がけることが大切です。防災情報の入手先を
次のとおり紹介します。

①空メールを送信してください。
　送信先アドレス
　  bousai-shimane@xpressmail.jp
②登録用メールが30分以内に届きます。
③内容を確認のうえメール本文内の
　登録用URLを選択してください。
④登録画面で配信希望情報等を登録してください。
注意報・警報、地震情報、水防情報、土砂災害情報、出雲市からの防災情報が配信されます。

QRコードから送信先
アドレスを取得できます。

QRコードからURL
を取得できます。

しまね防災ポータル
携帯板

おたずね
防災交通課  �21－6606災害に備えて知っておきたいこと災害に備えて知っておきたいこと災害に備えて知っておきたいこと

市が発表する避難情報等市が発表する避難情報等市が発表する避難情報等

土砂災害の前兆現象土砂災害の前兆現象土砂災害の前兆現象
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　災害時に、避難所として開設する予定の施設です。災害の種類や発生場所などによって指定する避難所は異なることもあります。
避難の際は、市が発令する避難に関する情報に注意して、適切な避難を実施してください。
　また、周囲の状況などから、市が指定した避難所まで避難することができない場合には、町内などであらかじめ決められた一時
避難所や自宅の安全な場所などに退避してください。

避難所開設予定施設一覧

出雲地域

地域 避難所開設予定施設名称

須
佐

あさかぜ会館
稲田公民館
潮の井荘
須佐小学校（体育館）
出雲須佐温泉ゆかり館
須佐保育所
商工会館

地域 避難所開設予定施設名称

須
佐

佐田スポーツセンター
文化練習館
スサノオホール
スサノオホール分館
大呂交流会館（旧西須佐公民館）
なかよし会館（西山中地区集会所）
吉野公民館

地域 避難所開設予定施設名称

窪
田

佐田中学校（体育館）
窪田コミュニティセンター
窪田小学校（体育館）
窪田保育所
やすらぎ館
中央上生活改善センター
下佐津目公民館

地域 避難所開設予定施設名称

窪
田

ふれあい会館毛津の郷
窪田中央会館（旧窪田公民館）
橋波ふるさと館
門曲公民館

佐田地域

地域 避難所開設予定施設名称

今
市

出雲高等学校（第1体育館）
　　〃　　　（第2体育館）
出雲体育館
勤労青少年ホーム
今市小学校（体育館）
ＪＡいずも本店
ダイワボウプログレス出雲工場
中央保育所
今市幼稚園
出雲市社会福祉センター
サン・アビリティーズいずも
今市コミュニティセンター
出雲市役所（旧庁舎）
出雲市役所 ( 本庁舎）
出雲科学館
ビッグハート出雲
パルメイト出雲

大
津

大津小学校（体育館）
第一中学校（武道場、アリーナ）
出雲商業高等学校（体育館）
瀧川産業株式会社
大津コミュニティセンター
出雲商工会館
大津幼稚園
上来原集会所
（兼）出雲高等学校（第1体育館）
（兼）出雲体育館
（兼）さんぴーの出雲
（兼）出雲科学館
（兼）ビッグハート出雲

塩
冶

出雲市民会館
出雲工業高等学校（体育館）
第二中学校（武道場、アリーナ）
塩冶小学校（第 1体育館）
　　〃　　（第 2体育館）
出雲市隣保館
塩冶幼稚園
塩冶コミュニティセンター
島根大学医学部
ニューウェルシティ出雲
県営天神団地集会所
市営天神団地集会所
南天神集会所
菅沢第一集会所
菅沢第二集会所
（兼）出雲高等学校（第2体育館）
（兼）出雲科学館
（兼）ビッグハート出雲

地域 避難所開設予定施設名称

古
志

古志幼稚園
古志コミュニティセンター
下新宮公会堂
新宇賀集会所
宇賀集会所
古志スポーツセンター
徳連集会所
（兼）神戸川小学校（体育館）

高
松

高松小学校（体育館）
高松コミュニティセンター
出雲農林高等学校（体育館）
浜山中学校（体育館）
砂子田公会堂
あすなろ保育園
白枝公会堂
（株）出雲総合卸売市場
出雲文化伝承館

四
絡

四絡小学校（体育館）
第三中学校（体育館）
四絡コミュニティセンター
中筋組体育館
児童相談所
出雲健康公園健康センター
出雲ドーム
（兼）出雲市民会館
（兼）JAいずも本店
（兼）サン・アビリティーズいずも
（兼）出雲体育館
（兼）出雲市役所（旧庁舎）
（兼）出雲市役所（本庁舎）

高
浜

高浜小学校（体育館）
高浜コミュニティセンター
JAいずも高浜支店
（兼）出雲北陵高等学校
（兼）オムロン出雲（株）
（兼）第三中学校（体育館）
（兼）出雲ドーム・健康センター

川
跡

いずも福祉用具プラザ
川跡幼稚園（旧）
川跡幼稚園（新）
川跡コミュニティセンター
北陽小学校（体育館）
さんぴーの出雲
（兼）第三中学校（体育館）
（兼）県立大学短期大学部出雲キャンパス
（兼）大津小学校（体育館）

鳶
巣
出雲北陵高等学校（体育館）
鳶巣コミュニティセンター

地域 避難所開設予定施設名称

鳶
巣

オムロン出雲（株）
県立大学短期大学部出雲キャンパス
北山健康温泉
すぱーく出雲
前口東生活改善センター
浜組集会所
前組自治会館
鳶巣幼稚園
中組ふれあい会館
欅台自治会館
（兼）北陽小学校（体育館）

上
津

上津小学校（体育館）
上津コミュニティセンター
上津幼稚園
菅原生活改善センター
船津交流館
和久輪集会所（和の郷）
延畑公会堂
西谷公会堂
うるおいの郷
丸ケ谷公会堂
大谷生活改善センター

稗
原

稗原小学校（体育館）
稗原コミュニティセンター
野尻公会堂
宇那手下交流館
宇那手上自治会館
山寄生活改善センター
石畑生活改善センター
鐘築生活改善センター
戸倉集会所
市森集会所
角谷公会堂
仏谷公会堂
南部ふるさと広場会館
稗原交流センター
稗原交流運動広場　管理棟
やまびこ農園　管理棟

朝
山

朝山小学校（体育館）
朝山コミュニティセンター
南中学校（体育館）
南部福祉センター（交流センター）
段組公会堂
畑公会堂
御方公会堂
須原生活改善センター
馬木町集会所
（兼）出雲工業高等学校（体育館）

地域 避難所開設予定施設名称

乙
立

乙立小学校（体育館）
乙立コミュニティセンター
見田原集会所
森原集会所
向名集会所
殿川内集会所

神
門

神戸川小学校（体育館）
河南中学校（体育館）
出雲西高等学校（体育館）
神門幼稚園
神門保育園
神門コミュニティセンター
間谷集会所
浅柄集会所
保一集会所
保三集会所
出雲ゆうプラザ
フローラいずも
下古志会館
神門第２保育園
真幸ケ丘公園　クラブハウス
（兼）平成スポーツ公園（平成温泉）

神
西

神西小学校（体育館）
神西コミュニティセンター
小浜生活改善センター
崎原集会所
九景公会堂
麓公会堂
西神西コミュニティセンター
東神西コミュニティセンター
引舟会館
原西下集会所（庵寺）
出雲養護学校
大島中央公会堂
大島上組生活改善センター
神西緑ヶ丘団地集会所
（兼）平成スポーツ公園（平成温泉）
（兼）河南中学校（体育館）

長
浜

長浜小学校（体育館）
長浜コミュニティセンター
西部体育館
荒茅保育園
西園保育園
下長浜研修センター
外園保育園
交流館はまぼうふう
（兼）出雲農林高等学校

平成 平成スポーツ公園（平成温泉）




