
いざという時のためにいざという時のために 防災

　非常時に備え、非常持ち出し品を準備しておきましょう。袋の目安は「男性15kg」「女性10kg」程度です。
　また家族構成に合わせて必要なものも忘れず準備しましょう。

　豪雨などの災害により、住民に危険が迫ったと判断した場合に、市は、「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指
示（緊急）」を発令しますので、これらの情報の意味を理解し、適切に行動してください。危険を感じた場合は、市からの避難情報
を待つことなく自主的に避難するよう心掛けましょう。

5段階の警戒レベルと防災気象情報

持ち出しチェックリスト

▶市が発令する避難情報

●避難勧告等は、次の方法の中からお伝えします。
①市ホームページ、観音寺ホッとメール、観音寺市公式ツイッター、

三豊ケーブルテレビの文字放送・データ放送
②香川県防災情報メール［P.11］
③

テレビ・ラジオの放送④
携帯電話への緊急速報メール

⑥

⑤

屋外拡声スピーカー（防災行政無線）・
防災ラジオ

⑦広報車両・消防車両での広報
⑧必要に応じて戸別訪問・電話による伝達

●避難の方法
　避難場所など屋外に移動する避難を「立
ち退き」、２階など自宅の屋内での避難を「垂
直避難」といいます。避難勧告等が発令され
た場合でも、「避難行動」が危険な場合や「垂
直避難」ができると考えられるときは、屋内
での避難も「避難行動」の一つとなります。

●家族の連絡方法

家族で決めておくこと 避難場所と道順

▶日ごろの備え

　学校に行っているときなど、家族がそれぞれ出かけているとき
に、地震が起きることもあります。事前に家族の連絡方法を話し
合っておきましょう。自宅に貼り紙をして、どこに避難しているかを
知らせたり、親戚の方と連絡を取り合うなど決めておきましょう。

　いざというとき、落ちついて行動ができるよう火元の管理、幼児
や老人の避難、非常持ち出し品や各人の身仕度など家族全員で
確認しておきましょう。避難場所までの途中には、不慣れな地域
や危険なところがあるかもしれません。必ず一度は、家族そろって
下調べをし、避難場所までの道を二つ以上考えておきましょう。

※1 夜間～翌日早朝に大雨警報（土砂災害）に切り替える可能性が高い注意報は、避難準備・高齢者等避難開始（警戒レベル3）に相当します。
※2 暴風警報が発表されている際の高潮警報に切り替える可能性が高い注意報は、避難勧告（警戒レベル4）に相当します。

2019年3月29日に「避難勧告等に関するガイドライン」が改訂されました。
正しく理解して、余裕をもって避難するようにしましょう。

危険度
分布

警戒
レベル

5

4

3

2
1

災害がすでに発生しており、
命を守るための
最善の行動をとる

災害発生情報 大雨
特別警報

氾濫
発生
情報

氾濫
危険
情報

氾濫
警戒
情報

氾濫
注意情報

土砂災害
警戒情報

高
潮
警
報

高
潮
特
別
警
報

大雨警報
洪水警報

早期注意情報

大雨注意報
洪水注意報

速やかに避難

避難準備が整い次第、避難開始
高齢者等は速やかに避難

ハザードマップ等で
避難行動を確認

災害への心構えを高める

避難指示（緊急）

避難勧告

●道路冠水や土砂崩れにより、すでに避難
が困難となっているおそれがあり、この
状況になる前に避難を完了しておく。

●危険な区域の外の少しでも安全な場所
に速やかに避難

土砂災害警戒区域等や急激な水位上昇の
おそれがある河川沿いにお住まいの方は、 避難準備・

高齢者等避難開始

※2

※1

注意報

高潮注意報

高潮警報に切り替える
可能性が高い

（警報級の可能性）

避難準備・高齢者等避難開始の
発令を判断できる体制

住民が取るべき行動 市町村の対応 気象庁等の情報

極めて
危険

非常に
危険

警  戒

注  意

現金（小銭も）・預貯金通帳・
印鑑など

飲料水
1人1日
3リットル
が目安

粉ミルク・ほ乳瓶
赤ちゃんのいる
家庭は
用意しておく

食料品
レトルト食品・缶詰・
ビスケット・
チョコレートなど
（できれば1週間分）

缶切り
多機能なものが便利

医療品
消毒薬・ばんそうこう・
包帯・
持病の薬など

貴重品 マッチ・ライター
湿気やガス切れに
注意

ろうそく
ビニール袋に
入れて
保管する

雨具・下着・
ジャンパー・
タオルなど

手袋（軍手）
がれきの撤去や救助が
できるように、
厚手の物を
用意

衣類 毛布類
寝袋や体温を逃がさ
ないサバイバル
シートなど

その他生活用品

運動靴
避難する時のけがを
防止するために

AMとＦＭの両方を
聞けるもの

懐中電灯
夜間、すぐに手の届く所に
ラジオと一体型の
ものが便利

ラジオ 乾電池予備
ラジオや懐中電灯に
使用するものを
少し多めに

危機管理課　　23-3940問

香川県防災ナビ（防災アプリ）
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いざという時のためにいざという時のために 防災

　非常時に備え、非常持ち出し品を準備しておきましょう。袋の目安は「男性15kg」「女性10kg」程度です。
　また家族構成に合わせて必要なものも忘れず準備しましょう。

　豪雨などの災害により、住民に危険が迫ったと判断した場合に、市は、「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指
示（緊急）」を発令しますので、これらの情報の意味を理解し、適切に行動してください。危険を感じた場合は、市からの避難情報
を待つことなく自主的に避難するよう心掛けましょう。

5段階の警戒レベルと防災気象情報

持ち出しチェックリスト

▶市が発令する避難情報

●避難勧告等は、次の方法の中からお伝えします。
①市ホームページ、観音寺ホッとメール、観音寺市公式ツイッター、

三豊ケーブルテレビの文字放送・データ放送
②香川県防災情報メール［P.11］
③

テレビ・ラジオの放送④
携帯電話への緊急速報メール

⑥

⑤

屋外拡声スピーカー（防災行政無線）・
防災ラジオ

⑦広報車両・消防車両での広報
⑧必要に応じて戸別訪問・電話による伝達

●避難の方法
　避難場所など屋外に移動する避難を「立
ち退き」、２階など自宅の屋内での避難を「垂
直避難」といいます。避難勧告等が発令され
た場合でも、「避難行動」が危険な場合や「垂
直避難」ができると考えられるときは、屋内
での避難も「避難行動」の一つとなります。

●家族の連絡方法

家族で決めておくこと 避難場所と道順

▶日ごろの備え

　学校に行っているときなど、家族がそれぞれ出かけているとき
に、地震が起きることもあります。事前に家族の連絡方法を話し
合っておきましょう。自宅に貼り紙をして、どこに避難しているかを
知らせたり、親戚の方と連絡を取り合うなど決めておきましょう。

　いざというとき、落ちついて行動ができるよう火元の管理、幼児
や老人の避難、非常持ち出し品や各人の身仕度など家族全員で
確認しておきましょう。避難場所までの途中には、不慣れな地域
や危険なところがあるかもしれません。必ず一度は、家族そろって
下調べをし、避難場所までの道を二つ以上考えておきましょう。

※1 夜間～翌日早朝に大雨警報（土砂災害）に切り替える可能性が高い注意報は、避難準備・高齢者等避難開始（警戒レベル3）に相当します。
※2 暴風警報が発表されている際の高潮警報に切り替える可能性が高い注意報は、避難勧告（警戒レベル4）に相当します。

2019年3月29日に「避難勧告等に関するガイドライン」が改訂されました。
正しく理解して、余裕をもって避難するようにしましょう。
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災害がすでに発生しており、
命を守るための
最善の行動をとる
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情報
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高
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高
潮
特
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洪水警報

早期注意情報

大雨注意報
洪水注意報

速やかに避難

避難準備が整い次第、避難開始
高齢者等は速やかに避難

ハザードマップ等で
避難行動を確認

災害への心構えを高める

避難指示（緊急）

避難勧告

●道路冠水や土砂崩れにより、すでに避難
が困難となっているおそれがあり、この
状況になる前に避難を完了しておく。

●危険な区域の外の少しでも安全な場所
に速やかに避難

土砂災害警戒区域等や急激な水位上昇の
おそれがある河川沿いにお住まいの方は、 避難準備・

高齢者等避難開始

※2

※1

注意報

高潮注意報

高潮警報に切り替える
可能性が高い

（警報級の可能性）

避難準備・高齢者等避難開始の
発令を判断できる体制

住民が取るべき行動 市町村の対応 気象庁等の情報

極めて
危険

非常に
危険

警  戒

注  意

現金（小銭も）・預貯金通帳・
印鑑など

飲料水
1人1日
3リットル
が目安

粉ミルク・ほ乳瓶
赤ちゃんのいる
家庭は
用意しておく

食料品
レトルト食品・缶詰・
ビスケット・
チョコレートなど
（できれば1週間分）

缶切り
多機能なものが便利

医療品
消毒薬・ばんそうこう・
包帯・
持病の薬など

貴重品 マッチ・ライター
湿気やガス切れに
注意

ろうそく
ビニール袋に
入れて
保管する

雨具・下着・
ジャンパー・
タオルなど

手袋（軍手）
がれきの撤去や救助が
できるように、
厚手の物を
用意

衣類 毛布類
寝袋や体温を逃がさ
ないサバイバル
シートなど

その他生活用品

運動靴
避難する時のけがを
防止するために

AMとＦＭの両方を
聞けるもの

懐中電灯
夜間、すぐに手の届く所に
ラジオと一体型の
ものが便利

ラジオ 乾電池予備
ラジオや懐中電灯に
使用するものを
少し多めに

危機管理課　　23-3940問

香川県防災ナビ（防災アプリ）
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いざという時のためにいざという時のために 防災

　これまでに南海トラフの地震は、100 年から150 年の周期で繰り返し発生しており、マ
グニチュード8 以上の地震が今後 30 年間で 70～80% 程度の確率で発生すると予測され
ています。なかでも、確率は極めて低いとされていますが、マグニチュード9クラスの最大ク
ラスの南海トラフ巨大地震が発生すると甚大な被害が発生することが想定されています。

地震に備えよう

津波に備えよう▶地震・津波災害

▶風水害・土砂災害

携帯電話やスマートフォンに事前登録しておくだけで、避難情報や、気
象警報・注意報、地震・津波情報など、希望する情報がメールで配信され
ます。外出先でもメールで防災情報が受け取れる便利なサービスです。

気象警報・注意報
土砂災害警戒情報
洪水予報
氾濫危険水位到達情報

1.携帯電話やスマートフォンで右の
　二次元コードを読み込むか、
　https://www.bousai-kagawa.jp/
　を直接入力し接続 
２.手順に沿って登録を行う
※登録は無料ですが、携帯電話等の通信料およびパ

ケット料は登録者の負担となります。

配信内容（※取得を希望される地域、情報を選択できます）

登録方法

① 建物の倒壊防止のために耐震診断や耐震改修工事を行いましょう。
② 家具類の転倒を防止し、高いところに重いものを置かないようにしましょう。
③ 寝室の近くや玄関などに転倒の恐れのあるものは置かないようにしましょう。
④ ガラスにはフィルムを貼っておくなどの破壊飛散防止をしておきましょう。
⑤ スリッパや懐中電灯を身近なところに用意しておきましょう。
※耐震診断、耐震改修は補助制度が適用される場合があります。市建設課建築係　23-3942にご相談ください。

　観音寺市域では、港湾、河川などの堤防や防潮壁が整備されていますが、堤防などに整備された扉「陸閘」が開いたままだと、浸
水することがあります。常時閉鎖と記された陸閘は普段から閉めておいてください。
　また、堤防の破壊などにより、浸水が起こった場合には直ちに、高台や避難ビルなどの緊急避難場所へ避難してください。

①強い揺れを感じたときや弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、直ち
に海岸から離れ、急いで津波緊急避難場所など安全な場所に避難しましょう。

②地震を感じなくても、津波警報などが発表されたときは、急いで津波緊急避難場所などの安全
な場所に避難しましょう。

③正しい情報をラジオ、テレビ、広報車などを通じて入手しましょう。
④津波注意報でも危険なので海には近づかないようにしましょう。
⑤津波は繰り返し襲ってくるので、津波警報、注意報解除まで気を緩めないようにしましょう。

　台風・集中豪雨により、本市でも、河川の氾濫、低い土地の浸水などの水害が発生する恐れがあります。また、土砂災害（特別）警
戒区域に指定された場所があり、土石流や急傾斜地の崩壊、地すべりなどの土砂災害が発生する危険性もあります。これらの土砂
災害の危険性のある場所については、ご家庭にお配りしている観音寺市総合防災マップや観音寺市ホームページで確認しておき
ましょう。

① 「山鳴り」といって、山全体がうなっているよう
な音がするとき

②川の流れが濁ったり、流木が混じっているとき
③雨が降り続いているのに、川の水が減ったとき

①崖から小石がパラパラ落ちてきたとき
②崖に割れ目ができたとき
③崖から水が湧き出てきたとき

土石流 崖崩れ
①地面がひび割れたり、一部が陥没あるい

は隆起したとき
②井戸の水が濁ったとき
③池や沼の水の量が急に変化したとき

地すべり
●土砂災害の前兆現象には次のようなものがあり、見たり聞いたりしたらすぐに避難してください。

①揺れを感じたら、慌てて外に
飛び出さず、まず座布団など
で頭を守り、丈夫な机やテー
ブルなどの下に隠れるなど、
身の安全を守りましょう。

②使用中のガス器具、ストーブ
などの火を素早く消し、ブレーカーの電源を切りま
しょう。

③中高層住宅（マンションなど）では玄関ドアや避難通
路の戸を開け、出口を確保しましょう。

①塀や自動販売機などのそばから
素早く離れましょう。

②窓やショーウインドーなどのガラ
スの破片、看板や壁面の落下を
避け、建物から急いで離れましょ
う。また、看板などの落下物から
頭部を守るようにしましょう。

③公共交通機関では乗務員の指示
に従いましょう。また、駅、列車内
にいるときは線路に入らないよう
にしましょう。

④デパートやスーパー、ホテルなど
大勢の人が集まる場所では、階
段や非常口に駆け寄らず、係員の
指示に従いましょう。

地震を感じたら左端に寄せて停車し、カーラジオで情
報を聴き、規制に従って行動しましょう。

防災情報メールを登録しましょう

記録的短時間大雨情報
地震情報
津波情報
竜巻注意情報

避難指示（緊急）
避難勧告
避難準備・
高齢者等避難開始

家の中にいるときは？ 外出しているときは？

車の運転中には？

地震発生時

津波からの避難について

危機管理課　　23-3940問

りくこう

地
震
・
津
波
災
害
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いざという時のためにいざという時のために 防災

　これまでに南海トラフの地震は、100 年から150 年の周期で繰り返し発生しており、マ
グニチュード8 以上の地震が今後 30 年間で 70～80% 程度の確率で発生すると予測され
ています。なかでも、確率は極めて低いとされていますが、マグニチュード9クラスの最大ク
ラスの南海トラフ巨大地震が発生すると甚大な被害が発生することが想定されています。

地震に備えよう

津波に備えよう▶地震・津波災害

▶風水害・土砂災害

携帯電話やスマートフォンに事前登録しておくだけで、避難情報や、気
象警報・注意報、地震・津波情報など、希望する情報がメールで配信され
ます。外出先でもメールで防災情報が受け取れる便利なサービスです。

気象警報・注意報
土砂災害警戒情報
洪水予報
氾濫危険水位到達情報

1.携帯電話やスマートフォンで右の
　二次元コードを読み込むか、
　https://www.bousai-kagawa.jp/
　を直接入力し接続 
２.手順に沿って登録を行う
※登録は無料ですが、携帯電話等の通信料およびパ

ケット料は登録者の負担となります。

配信内容（※取得を希望される地域、情報を選択できます）

登録方法

① 建物の倒壊防止のために耐震診断や耐震改修工事を行いましょう。
② 家具類の転倒を防止し、高いところに重いものを置かないようにしましょう。
③ 寝室の近くや玄関などに転倒の恐れのあるものは置かないようにしましょう。
④ ガラスにはフィルムを貼っておくなどの破壊飛散防止をしておきましょう。
⑤ スリッパや懐中電灯を身近なところに用意しておきましょう。
※耐震診断、耐震改修は補助制度が適用される場合があります。市建設課建築係　23-3942にご相談ください。

　観音寺市域では、港湾、河川などの堤防や防潮壁が整備されていますが、堤防などに整備された扉「陸閘」が開いたままだと、浸
水することがあります。常時閉鎖と記された陸閘は普段から閉めておいてください。
　また、堤防の破壊などにより、浸水が起こった場合には直ちに、高台や避難ビルなどの緊急避難場所へ避難してください。

①強い揺れを感じたときや弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは、直ち
に海岸から離れ、急いで津波緊急避難場所など安全な場所に避難しましょう。

②地震を感じなくても、津波警報などが発表されたときは、急いで津波緊急避難場所などの安全
な場所に避難しましょう。

③正しい情報をラジオ、テレビ、広報車などを通じて入手しましょう。
④津波注意報でも危険なので海には近づかないようにしましょう。
⑤津波は繰り返し襲ってくるので、津波警報、注意報解除まで気を緩めないようにしましょう。

　台風・集中豪雨により、本市でも、河川の氾濫、低い土地の浸水などの水害が発生する恐れがあります。また、土砂災害（特別）警
戒区域に指定された場所があり、土石流や急傾斜地の崩壊、地すべりなどの土砂災害が発生する危険性もあります。これらの土砂
災害の危険性のある場所については、ご家庭にお配りしている観音寺市総合防災マップや観音寺市ホームページで確認しておき
ましょう。

① 「山鳴り」といって、山全体がうなっているよう
な音がするとき

②川の流れが濁ったり、流木が混じっているとき
③雨が降り続いているのに、川の水が減ったとき

①崖から小石がパラパラ落ちてきたとき
②崖に割れ目ができたとき
③崖から水が湧き出てきたとき

土石流 崖崩れ
①地面がひび割れたり、一部が陥没あるい

は隆起したとき
②井戸の水が濁ったとき
③池や沼の水の量が急に変化したとき

地すべり
●土砂災害の前兆現象には次のようなものがあり、見たり聞いたりしたらすぐに避難してください。

①揺れを感じたら、慌てて外に
飛び出さず、まず座布団など
で頭を守り、丈夫な机やテー
ブルなどの下に隠れるなど、
身の安全を守りましょう。

②使用中のガス器具、ストーブ
などの火を素早く消し、ブレーカーの電源を切りま
しょう。

③中高層住宅（マンションなど）では玄関ドアや避難通
路の戸を開け、出口を確保しましょう。

①塀や自動販売機などのそばから
素早く離れましょう。

②窓やショーウインドーなどのガラ
スの破片、看板や壁面の落下を
避け、建物から急いで離れましょ
う。また、看板などの落下物から
頭部を守るようにしましょう。

③公共交通機関では乗務員の指示
に従いましょう。また、駅、列車内
にいるときは線路に入らないよう
にしましょう。

④デパートやスーパー、ホテルなど
大勢の人が集まる場所では、階
段や非常口に駆け寄らず、係員の
指示に従いましょう。

地震を感じたら左端に寄せて停車し、カーラジオで情
報を聴き、規制に従って行動しましょう。

防災情報メールを登録しましょう

記録的短時間大雨情報
地震情報
津波情報
竜巻注意情報

避難指示（緊急）
避難勧告
避難準備・
高齢者等避難開始

家の中にいるときは？ 外出しているときは？

車の運転中には？

地震発生時

津波からの避難について

危機管理課　　23-3940問

りくこう
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いざという時のためにいざという時のために 防災

▶避難施設
　大雨などにより、避難勧告等を発令した場合には、発令地域の最寄りの避難所を開設します。本市では、74カ所
の一般避難所および18カ所の福祉避難所を指定しています。避難所の開設は、避難勧告等の発令時に合わせてご
案内しますので、開設した避難所に避難してください。
　なお、避難する場合は、可能な範囲で寝具や食事をご自身でご用意ください。
　また、避難勧告等を発令しない場合でも、津波や高潮、土石流の発生被害から逃れるための緊急避難場所を46
カ所指定しています。津波から避難する場合の津波避難ビルも民間の協力を得て、指定していますので、ご承知お
きください。
　普段からどの避難所に避難するか家族で話し合うなどして事前に決めておき、その避難所への経路を確認する
など、安全な避難に向けて準備をしておきましょう。

危機管理課　　23-3940問

避
難
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いざという時のためにいざという時のために 防災

▶避難施設
　大雨などにより、避難勧告等を発令した場合には、発令地域の最寄りの避難所を開設します。本市では、74カ所
の一般避難所および18カ所の福祉避難所を指定しています。避難所の開設は、避難勧告等の発令時に合わせてご
案内しますので、開設した避難所に避難してください。
　なお、避難する場合は、可能な範囲で寝具や食事をご自身でご用意ください。
　また、避難勧告等を発令しない場合でも、津波や高潮、土石流の発生被害から逃れるための緊急避難場所を46
カ所指定しています。津波から避難する場合の津波避難ビルも民間の協力を得て、指定していますので、ご承知お
きください。
　普段からどの避難所に避難するか家族で話し合うなどして事前に決めておき、その避難所への経路を確認する
など、安全な避難に向けて準備をしておきましょう。

危機管理課　　23-3940問
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いざという時のためにいざという時のために 防災

▶救急・消防

　救急車は、ケガや急病などで緊急に病院へ搬送しなければ
ならない傷病者のためのものです。緊急でないのに救急車を
要請すると、本当に救急車を必要とする事故等が発生した場
合は、到着が遅れることで救える命が救えなくなる恐れがあり
ます。
　緊急性がなく、自分で病院に行ける場合は、救急車以外の
交通機関などを利用してください。
　傷病者の様子や事故の状況などから、
急いで病院へ連れて行った方がよいと
思ったときは、迷わず119番通報をしてく
ださい。

119番のかけ方（火事・救急）

救急車の適正な利用
３つの習慣・４つの対策

設置場所(例：2階建ての場合)

３つの習慣

４つの対策

住宅防火いのちを守る７つのポイント

　火災・救急のときは慌てず、ゆっくり、はっきりと通報して下さい。

「火事です！」
「○○町○○番地○○宅付近で○○が燃えています。
目標物は○○です。」

火災のとき

「急病人（またはけが人）です。」
「○○町○○番地○○宅です。目標物は○○です。」
（病人、けが人の「年齢」「性別」「症状の程度」「意識の有無」をでき
るだけ詳しく教えて下さい。）

「私の名前は、○○○○です。」
（通報後再度、情報提供をお願いする場合があります。）

救急のとき

通報者の氏名

困ったときはまずこちら、救急電話相談
　夜間の急病やけがで困ったときは、まず救急電話相談をご利
用ください。看護師が相談を受け付け、必要に応じてサポート
します。

携帯電話からの119番通報 
　携帯電話からの119番通報は年々増加していますが、通報
者が通報している場所がわからないことなどから、災害発生
場所を特定するのに時間がかかる場合があります。携帯電話
から119番通報をする際は、次のことについてご協力をお願
いします。
○住所や周囲にある目標物（公共建物、大型店舗、公衆電話、

高速道路キロポスト等）、交差点名などを確認してから通報
してください。

○運転中に通報する場合は、必ず、安全な場所に停車してから
通報してください。

○消防署から電話をかけ直し、さらに詳しい内容をお聞きす
る場合があります。

　通報後はしばらく電源を切らないでください。

　消防署では、皆さんの通報によって、消防車や救急車が直ち
に出動します。もし、場所などを正しく伝えられなければ、現場
への到着が遅れてしまいます。皆さんの正しい通報が、迅速・的
確な消防活動につながります。

　住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重
要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんと動く
よう、日ごろから作動確認とお手入れをしておきましょう。

火災以外で住宅用火災警報器が鳴った場合は、日本火災報知
機工業会にお問い合わせください。
フリーダイヤル　0120-565-911
　　 https://www.kaho.or.jp/

　電池がきちんとセットされているかご確認ください。それでも
鳴らない場合は、「電池切れ」か「機器本体の故障」ですので、取
扱説明書をご覧ください。また、「電池切れ」や「機器本体の故
障」の場合は、速やかに電池や機器本体の交換をお願いします。

設置から長期間経過している場合は、電池や内部の電子機
器の劣化により正常に火災を感知しない恐れがあります。
10年を目安に本体を交換することを推奨します。

正常なら以下のように鳴ります。

※この警報音は代表例です。

ピーピーピー

火事です

●ボタンを押しても（ひもを引いても）作動しないとき

119番通報で大切なことは、次の4点です。 

○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
○寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎

品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設

置する。
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協

力体制をつくる。

○寝たばこは、絶対やめる。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

警報器が正しく動くために

住宅用火災警報器の設置
●どこに付けるのか

●悪質な訪問販売にご注意ください
○消防署員や市役所の職員が販売することはありませんので

ご注意ください。

○義務付けているのは、全ての寝室、階段室です。また、台所へ
の設置をお勧めします。

（詳しくは、各消防署、危機管理課までお問い合わせください。）

すべての住宅(戸建、店舗併用および共同住宅など)の
寝室・階段に住宅用火災警報器の設置が必要です

寝室がある階の階段上部に設置が必要。3階建の
場合、1階にも設置が必要になる場合があります。

台所その他の火災発生の恐れが大きい場所にも
設置するように努めましょう。

階段
（煙 式）

台所
(煙または熱式)

普段寝室として使用している部屋（子ども部屋など
も含む）に設置が必要です。

寝室
（煙 式）

設置義務場所　 推奨場所　

午後7時～翌朝8時
●夜間困ったり、迷ったら
　一般向け 救急電話相談（15歳～高齢者の方はこちらへ）

●夜間　子どもの急な病気やけがのときに
　小児 救急電話相談（15歳未満の方はこちらへ）

三観広域消防本部代表 24-0119
南消防署 24-2119
第一分署 52-2119

【毎日受付】

【消防本部、消防署への問い合わせ】

087-812-1055（♯7899）

　♯8000 　087-823-1588
（ダイヤル回線・IP電話）

または

①火災・救急の別
②場所・住所は正しく、詳しく

③火災・事故などの状況
④通報者の氏名

HP

危機管理課　　23-3940問
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いざという時のためにいざという時のために 防災

▶救急・消防

　救急車は、ケガや急病などで緊急に病院へ搬送しなければ
ならない傷病者のためのものです。緊急でないのに救急車を
要請すると、本当に救急車を必要とする事故等が発生した場
合は、到着が遅れることで救える命が救えなくなる恐れがあり
ます。
　緊急性がなく、自分で病院に行ける場合は、救急車以外の
交通機関などを利用してください。
　傷病者の様子や事故の状況などから、
急いで病院へ連れて行った方がよいと
思ったときは、迷わず119番通報をしてく
ださい。

119番のかけ方（火事・救急）

救急車の適正な利用
３つの習慣・４つの対策

設置場所(例：2階建ての場合)

３つの習慣

４つの対策

住宅防火いのちを守る７つのポイント

　火災・救急のときは慌てず、ゆっくり、はっきりと通報して下さい。

「火事です！」
「○○町○○番地○○宅付近で○○が燃えています。
目標物は○○です。」

火災のとき

「急病人（またはけが人）です。」
「○○町○○番地○○宅です。目標物は○○です。」
（病人、けが人の「年齢」「性別」「症状の程度」「意識の有無」をでき
るだけ詳しく教えて下さい。）

「私の名前は、○○○○です。」
（通報後再度、情報提供をお願いする場合があります。）

救急のとき

通報者の氏名

困ったときはまずこちら、救急電話相談
　夜間の急病やけがで困ったときは、まず救急電話相談をご利
用ください。看護師が相談を受け付け、必要に応じてサポート
します。

携帯電話からの119番通報 
　携帯電話からの119番通報は年々増加していますが、通報
者が通報している場所がわからないことなどから、災害発生
場所を特定するのに時間がかかる場合があります。携帯電話
から119番通報をする際は、次のことについてご協力をお願
いします。
○住所や周囲にある目標物（公共建物、大型店舗、公衆電話、

高速道路キロポスト等）、交差点名などを確認してから通報
してください。

○運転中に通報する場合は、必ず、安全な場所に停車してから
通報してください。

○消防署から電話をかけ直し、さらに詳しい内容をお聞きす
る場合があります。

　通報後はしばらく電源を切らないでください。

　消防署では、皆さんの通報によって、消防車や救急車が直ち
に出動します。もし、場所などを正しく伝えられなければ、現場
への到着が遅れてしまいます。皆さんの正しい通報が、迅速・的
確な消防活動につながります。

　住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重
要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんと動く
よう、日ごろから作動確認とお手入れをしておきましょう。

火災以外で住宅用火災警報器が鳴った場合は、日本火災報知
機工業会にお問い合わせください。
フリーダイヤル　0120-565-911
　　 https://www.kaho.or.jp/

　電池がきちんとセットされているかご確認ください。それでも
鳴らない場合は、「電池切れ」か「機器本体の故障」ですので、取
扱説明書をご覧ください。また、「電池切れ」や「機器本体の故
障」の場合は、速やかに電池や機器本体の交換をお願いします。

設置から長期間経過している場合は、電池や内部の電子機
器の劣化により正常に火災を感知しない恐れがあります。
10年を目安に本体を交換することを推奨します。

正常なら以下のように鳴ります。

※この警報音は代表例です。

ピーピーピー

火事です

●ボタンを押しても（ひもを引いても）作動しないとき

119番通報で大切なことは、次の4点です。 

○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
○寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎

品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設

置する。
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協

力体制をつくる。

○寝たばこは、絶対やめる。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

警報器が正しく動くために

住宅用火災警報器の設置
●どこに付けるのか

●悪質な訪問販売にご注意ください
○消防署員や市役所の職員が販売することはありませんので

ご注意ください。

○義務付けているのは、全ての寝室、階段室です。また、台所へ
の設置をお勧めします。

（詳しくは、各消防署、危機管理課までお問い合わせください。）

すべての住宅(戸建、店舗併用および共同住宅など)の
寝室・階段に住宅用火災警報器の設置が必要です

寝室がある階の階段上部に設置が必要。3階建の
場合、1階にも設置が必要になる場合があります。

台所その他の火災発生の恐れが大きい場所にも
設置するように努めましょう。

階段
（煙 式）

台所
(煙または熱式)

普段寝室として使用している部屋（子ども部屋など
も含む）に設置が必要です。

寝室
（煙 式）

設置義務場所　 推奨場所　

午後7時～翌朝8時
●夜間困ったり、迷ったら
　一般向け 救急電話相談（15歳～高齢者の方はこちらへ）

●夜間　子どもの急な病気やけがのときに
　小児 救急電話相談（15歳未満の方はこちらへ）

三観広域消防本部代表 24-0119
南消防署 24-2119
第一分署 52-2119

【毎日受付】

【消防本部、消防署への問い合わせ】

087-812-1055（♯7899）

　♯8000 　087-823-1588
（ダイヤル回線・IP電話）

または

①火災・救急の別
②場所・住所は正しく、詳しく

③火災・事故などの状況
④通報者の氏名

HP

危機管理課　　23-3940問

救
急
・
消
防
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