
　自宅周辺で予測される災害リスクを知るこ
とが重要です。浸水区域や土砂災害警戒区域
の有無を確認してください。

水害や土砂災害の危険性をチェック
　水害・土砂災害時は対
象となる河川などに応じ
て、開設される避難場所
が変わります。浸水する
地域の避難場所は開設さ
れないため、自宅などか
ら離れた場所への避難が
必要な場合があります。
自宅や職場の近隣にある
避難場所だけでなく、複
数の避難場所を確認する
ことが大切です。

�緊急避難場所・避難所の確認

テレビ
NHKデータ放送…NHK総合テレビ
を表示し、リモコンの「dボタン」
を押すと、気象情報や防災情報が
確認できます
J:COMテロップ放送･･･ケーブルテレビのJ:COM
チャンネル（11ch）のテロップ放送で防災情報が
流れます　※11ch視聴可能世帯だけ

インターネット
　市ホームページや、各種防災情報へ
のリンク先を掲載した防災ポータルサ
イト「高槻防災」で簡単に
情報を取得できます。スマ
ホなどのホーム画面に追加
しておくと災害時、すぐに
利用できます。

ラジオ
　停電したときはラジオも頼りになります。乾電池
の準備も忘れずに。

屋外スピーカー
（防災行政無線）
　避難情報などが出されたときに
防災情報を放送。「避難指示」
「緊急安全確保」では、アナウン
ス前にサイレンが鳴ります。高槻
市公式LINEや高槻市防災情報
Tw i t t e r （＠ T a k a t s u k i _
Bosai）、おおさか防災メールでの配信も。
電話などで放送内容を確認　 ID  001149
　放送内容は市ホームページや℡674-7476（放送
後48時間以内、通話料必要）で確認できます。

ID  001110
緊急・災害情報
伝達サービス
　障がいを持つ人や携帯電話・スマホを持たない
75歳以上の単身高齢者など、他の方法で緊急・災
害情報を確認することが困難な人に対して、固定電
話やファクスなどへ緊急・災害情報を配信するサー
ビス。申込方法など、詳細は危機管理室へ。

　避難場所まで「歩けるか」や「誰と
行くか」なども考えて、どこに避難す
るかを確認しましょう。
　一人で判断できない場合は、家族や
地域の人などとも情報を共有し、相談
しておくと安心です。

　風水害の時の行動は、自宅がどの程度危険なのかで決まります。まずは水害・土砂災害
ハザードマップを活用し、災害リスクを確認しましょう。

　災害時に安全に行動するためには、情報収集が重要です。適切な避難行動がとれるよう、
信頼できる情報源から複数の手段で自ら情報を入手しましょう。

　市が発令する避難情報は下表のとおりです。発令された場合は、適切な避難行動を取りま
しょう。日頃から避難の準備を整えておき、すぐに行動できるようにすることが大切です。
また、避難情報の発令の有無にかかわらず、危険を感じたら早めに自主避難を。

風水害から逃げ遅れない

危機管理室
上原佑介さん

　これから大雨や台風が発生しやすい季節になります。風水害から
逃げ遅れないために、実際に避難することを想定してどう行動すれ
ばよいかを考えてみませんか。避難に時間が必要な高齢者や障がい
者など（以下、高齢者など）へのポイントもお伝えします。
	 	危機管理室／℡674-7314	

下水河川企画課／℡674-7432
問

ステップ1ステップ1

ステップ2ステップ2

ステップ3ステップ3

避難は早めに避難は早めに

ID  058730まちなかに想定浸水深を表示
まるごとまちごとハザードマップ
　淀川が氾濫した時に「どれく
らい浸水するのか（浸水深）」
を公民館、コミュニティセンタ
ーなど（17カ所）に表示して
います。

高齢者などは
ここがポイント

高齢者などは
ここがポイント

命の危険　直ちに安全確保
　命の危険が迫っています。身の安全を可
能な限り確保する行動をとってください

危険な場所から
高齢者などは避難
・	高齢者などや自ら避難することが困難な
人は、危険な場所から避難しましょう

・	上記以外の人も、必要に応じて普段の行
動を見合わせ、危険を感じたら自主的に
避難しましょう

危険な場所から全員避難

高槻市が発令する避難情報
警戒レベル 行動を促す情報 発令時の状況

❺ 緊急安全確保 災害発生または切迫

警戒レベル 4までに必ず避難！警戒レベル 4までに必ず避難！

❹ 避難指示避難指示 災害の恐れ高い災害の恐れ高い

❸ 高齢者等避難高齢者等避難 災害の恐れあり災害の恐れあり

気象庁が発表する防災気象情報

● 注意報（大雨、洪水） 気象状況悪化

❶ 早期注意情報 今後気象状況悪化の恐れ

2

高齢者などはここが
ポイント

◀ LINE

私がお伝えします

スムーズな避難行動で

ハザードマップでハザードマップで
自宅周辺の危険性を確認自宅周辺の危険性を確認 ID  004004

正しい情報を入手正しい情報を入手 ID  001111
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貴重品
避難経路確認

ローリングストック

懐中電灯

携帯ラジオ

応急医薬品

非常食・水

生活用品

避難場所

親戚・知人宅

宿泊施設

２F（屋内安全確保）

非常持出品
　常備薬（処方薬）、お薬手帳、老眼鏡、入れ歯
洗浄液、大人用紙おむつなど
※	リュックの大きさや背負える重さを考えて持って行くも
のを選択

避難は原則徒歩で
　自動車は約30㎝の浸水で走行困難になります。
浸水時、自動車や自転車での避難は危険です。渋滞
に巻き込まれて動けなくなる恐れもあるので、徒歩
での避難が原則です。

浸水時に長靴は厳禁
　避難には運動靴が最適です。長靴は水が入ると歩
けなくなります。傘でなく雨がっぱを着るなど動き
やすい服装で避難しましょう。また、非常持出品な
どの持ち物は背負い、両手はなるべく自由に。

安全なルートで避難
　避難場所への経路は、河川や水路沿い、地下歩道
などは避け、できるだけ安全な広い道を選ぶことが
大事です。

アンダーパス（地下道）に注意
　大雨による浸水などにより、アンダーパスの道路
は真っ先に冠水してしまいます。普段から迂回（う
かい）路も確認しておき、もしものときに備えてく
ださい。

ステップ4ステップ4 ステップ6ステップ6

　避難場所へ持って行くものは人によってさまざまです。欠かせないもの、他人から借りに
くいものは必ず持って行きましょう。避難するときにすぐ持ち出せるよう、日頃から準備し
ておくことが大切です。マスク、消毒用アルコールなど、感染症対策用品も忘れずに。

　災害時には自分は大丈夫と思いがちです。避難する際には、近所の人にも声掛けを行い、
みんなで行動することが大切です。以下の点にも注意しましょう。

借りにくいものは持参借りにくいものは持参 近所の人に声掛けしながら避難場所へ近所の人に声掛けしながら避難場所へ

　避難とは、「難」を「避」けることです。小・中学校や公民館などに開設される緊急避難
場所・避難所に行くことだけが「避難」ではありません。普段からどう行動するか決めてお
きましょう。

ステップ5ステップ5

安全な場所に避難安全な場所に避難

①市が指定した避難場所への
　立退き避難

②安全な親戚・知人宅への
　立退き避難

　避難場所内での感染症の
感染拡大を防ぐため、マスク
の着用や定期的な手洗い、	
手指の消毒などが必要です。

　避難場所での慣れない環境や食事、運動
不足などは、身体にさまざまな影響を及ぼ
します。特に、高齢者は環境変化が大きな
負担になりやすいので、早めに安全な親
戚・知人宅や宿泊施設などに避難すること
も考えましょう。

　高齢者などは、事前に住所、氏名、連絡先などを記載
したメモを用意し、身に付けて避難すると安心です。

　高齢者や障がい者など、災害が発生したときな
どに自力で避難することが難しく、手助けを必要
とする人（要援護者）を地域で支え合う仕組み作
り「災害時要援護者支援事業」を進めています。
　地域では、要援護者の人たちの支援を想定した

避難訓練や支援の体制整備に向けて検討するなど
の活動を行っています。
　同事業について詳しくは、福祉政策課（℡674-
7162）へお問い合わせください。

手助けが必要な人は相談を

　普段から災害時に避難す
ることを相談しておくとス
ムーズです。
※	避難先が安全かどうかを	
ハザードマップなどで確認

高齢者などは
ここがポイント

③安全な宿泊施設への
　立退き避難

④屋内で安全を確保

　通常の宿泊料が必要で
す。事前に予約・確認しま
しょう。
※	避難先が安全かどうかを	
ハザードマップなどで確認

　自宅の浸水しない上階
への移動なども避難で
す。長期間の孤立に備
え、水、食料などを備蓄
しておく必要がありま
す。トイレが使えなくな
ることもあるので簡易ト
イレの準備も必要です。

高齢者などはここが
ポイント

高齢者などは
ここがポイント

ID  002181新型コロナの自宅療養（待機）者
避難前に保健所へ確認を

　新型コロナウイルス陽性者または濃厚接
触者は、避難が必要となった場合、指定緊
急避難場所・避難所へは避難せず、市保健
所（℡661-9330）に連絡し、その指示に
従って避難してください。
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備蓄にも使える水道水

6月1日～7日は水道週間

　市の水道水は、災害に備えた水の備蓄にも活用できます。

問 		水道部総務企画課／℡674-7952

安心して飲める？
　国の定める水質基準項目51項目だけでなく、
水道管理上留意すべき項目である水質管理目標設
定項目27項目も含めた、すべての基準を十分に
満たしています。安心してお使いください。
　また、日本水道協会から優良水質検査機関とし
て「水道GLP（水道水質検査優良試験所規範）」
認定も取得（大阪府内では6市だけが取得）し、
水道水質検査の信頼性も確保しています。

市販水と比べておいしい？
　街頭PRとして実施した「きき水」では参加者
339人中、101人が水道水を一番おいしいと回
答。味の好みはありますが、市販のミネラルウォ
ーターと大きな差がない結果に。

　災害に備え、1人1日3L、最低でも3日分の水の備蓄が必要です（大規模災害発
生時には7日分が望ましい）。水道水も備蓄できるので活用してください。普段
は長期保存が可能な市販のペットボトル水を少し多めに買って使いながら備蓄
（ローリングストック）し、台風や大雨が近づいてきた時に、追加で水道水を備
蓄するとより安心です（台風や大雨でも停電により断水することがあります）。
　また、水道に関する防災啓発動画を市公式YouTubeチャンネルで配信していま
す。キーワード「たかつき　みずから　防災」で検索すると簡単にアクセスでき
ます。ぜひ、ご覧ください。 ID  029288

最低でも3日分

一番おいしいと
感じた水は？

無回答
6.8％

どちらとも
いえない
13％

水道水
29.8％

市販水A
28.9％

市販水 B
21.5％

水道水
29.8％

市販水A
28.9％

市販水 B
21.5％

（参加者はどれがどの水かは分か
らない状態で回答。令和元年度）

①	空気に触れると劣化が早ま
るので、清潔な密閉容器い
っぱいまで水を入れる

水道水を保存する場合の3つの注意点
③	保存は、直射日光が当たら
ない風通しの良いところで3
日程度、冷蔵庫で1週間程度

保存は
3日程度

②	塩素による殺菌効果がなく
なってしまうので、煮沸し
ない。同じ理由で、浄水器
の水も使用しない

保存は
1週間程度

保存期間の過ぎた水は、お風
呂やトイレのタンク、植栽の
水やりなどに使用できます。

ID  005082
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