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土砂災害から身を守るためには

災害に備えて知っておきたいこと

土砂災害から身を守るためには

　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。

〈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。

　粘土などの地中の滑りやすい層
に雨水が入り込み、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。

　大量の土砂などが、豪雨による
大量の水と混ざり合って、津波のよ
うに流れ出す現象。
〈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。

災害に備えて知っておきたいこと

防災情報
（避難準備情報を含む）

避難勧告

避難指示

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、避難所お
よび避難ルートを確認して
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。

当該地域または土地等に
災害が発生するおそれが
ある場合に市が行う勧告

状況が更に悪化し、避難す
べき時期が切迫した場合ま
たはすでに災害が発生した
後、現場残留者がある場合
に市が行う指示
★勧告より緊急度が高い

【土砂災害】
①前兆現象（下表参照）
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

上記などを総合的に判断し、
早めの時期に発令します。

市が開設している避難所に
避難してください。
ただし、周囲の状況から避
難所まで行くことが危険な
場合は、町内の一時避難所
や自宅の安全な場所などに
退避してください。
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防災に関するおたずね／防災交通課　☎21－6606
　　　　　　　　　　　および各支所地域振興課

　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、
防災交通課（☎ ２１－６６０６）または出雲県土整備
事務所（☎ ３０－５６１５）へ至急連絡してください。

　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・佐田有線・ご縁ネット）、エフエムいずも、防災メール、広報車や町内連絡網などでお知らせします。

災害発生災害発生災害発生

　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。防災情報を次のとおり紹介します。

　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。

防災情報を入手しよう防災情報を入手しよう

・出雲市防災情報  ☎ ２４－８６５１

QRコードから送信先
アドレスを取得できます。

・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/

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などを登録してください。

避難勧告が出たら、
速やかに避難所へ

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。

QRコードからURL
を取得できます。

しまね防災ポータル
携帯版

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。

しまね防災メール ↓登録方法↓

電  話電  話

イン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

希望者 市・福祉
推進課

【登録の流れ】
登　録

【災害発生時の流れ】

市災害
対策本部

地区災害
対策本部

地区災害
対策本部

民生委員
児童委員 支援者 登録者

災害時要支援者ネットワーク事業
＝支援希望者の登録を受け付けています＝

災害時要支援者ネットワーク事業
＝支援希望者の登録を受け付けています＝

　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。

・出雲ケーブルビジョン　11チャンネル
・ひらたＣＡＴＶ　11チャンネル

テレビテレビ ラジオラジオ
・NHK第1放送　 周波数1296KHz
・山陰放送（AM）

（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

●おたずね　福祉推進課 ☎２１－６６９４ および各支所福祉担当課

　高齢者や障がい者など災害時に支援が必要な方に、円滑な情報提供や支援活動を行う「災害時要支
援者ネットワーク事業」を実施しています。
　支援を受けるためには、事前登録が必要です。災害情報の入手や避難などに不安がある方は、市役
所福祉推進課・各支所福祉担当課または民生委員にご相談ください。

受付・調整（民生委員） 情報提供
情報提供
支援活動
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