
　雨や風などの気象条件は、刻々と変化していきます。正しい情報に基づき、家族や地域が力を合わせて対応
しましょう。

　気象庁は、風水害や土砂災害を防止・軽
減するために、大雨警報などの防災気象情
報を発表し、注意や警戒を呼びかけていま
す。
　これらの情報のうち、警報以上の特に注
意が必要なものについては、町の防災行政
無線、メール配信サービス等でも住民の皆
さんにお知らせします。
　右図に大雨が予想された場合の各種防災
気象情報の内容とタイミングの一例を示し
ます。どんなときにどんな情報が発表され
るのかをイメージしてみてください。

災害から身を守るための情報1
大雨の場合に気象台が発表する防災気象情報

大雨に関する気象情報
警報・注意報に先立ち発表

大雨に関する気象情報
雨の状況や予想を適宜発表

大雨注意報
警報になる可能性がある場合はその旨記述

大雨に関する気象情報
刻一刻と変化する大雨の状況を発表

土砂災害警戒情報
土砂災害の危険度がさらに高まった場合
に県と気象台が共同で発表

記録的短時間大雨情報
数年に一度の猛烈な雨が観測された場合
に発表

大雨警報
大雨の期間、予想雨量、警戒を要する事
項などを示す

約１日程度前
大雨の可能性が
高くなる

半日～数時間前
大雨が始まる
強さが増す

大雨が一層
激しくなる

被害の拡大が
懸念される

数時間～　　
　　２時間程度前

記録的な
大雨出現

（気象庁資料を参考にして作成)

重大な災害の
危険性が著しく
高まっている

特別警報
警報の発表基準をはるかに超える現象に
対して気象庁が発表

　特別警報は、気象警報の発表基準をはるかに超える豪雨等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっ
ている場合において、最大限の警戒を呼びかける情報です。「特別警報」が発表された場合、お住まいの地域
は数十年に一度の非常に危険な状況にあります。直ちに命を守る行動をとってください。

特別警報が発表されたら直ちに命を守る行動を

　長雨や大雨により地面に大量の水がしみ込み、弱くなった斜面が崩れる
ため、がけ崩れのほとんどは、梅雨や台風の時期に発生します。
　一般的に、１時間に2０ミリ以上、または降り始めから１００ミリ以上の雨
が続いたら、がけ崩れの危険性が高くなります。梅雨や台風の時期には十
分な警戒が必要です。

梅雨や台風の時期には十分警戒を

①② ③

④
⑤

①中央部縦断コース　②西側北上コース　③東側北上コース　
④南側東進コース　⑤対馬海峡から日本海中部を北東進コース
� （出典：長野地方気象台HP） 長野県に災害を及ぼす台風コース

気象状況に注意し、早めの対応を1
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　気象情報では、よく「１時間雨量○㎜」、「風速○m」という表現が出てきま
す。そのときの雨や風の強さが具体的にはどのようなものなのか、イメージし
てみましょう。� （以下は、いずれも気象庁資料を参考にして作成）

大雨時の外出は控えましょう
　台風時など大雨が降っているときに、田畑や河川・水路の様子を見に外出し
た方が洪水に巻き込まれ、命を落とすという痛ましい事故が多発しています。
　ふだん歩き慣れた道や場所でも予期せぬ災害に巻き込まれるおそれがありま
すので、大雨時は緊急性がなければ外出は控えましょう。

　自主避難の目安にするため、ペットボトルやコップを使って簡易雨量計を
作り、雨量を計測してみてはいかがでしょうか。「降り始めから○○㎜まで
達したら避難準備」などと家族で取り決めておくのもよいですね。
　雨量計は屋根などの障害物のない平坦な場所に置きましょう。

ペットボトルやコップを使って雨量確認

Check !

雨の強さと降り方（1時間雨量：㎜）

風の強さと吹き方（平均風速：m/秒）

雨の

降り方
風の

吹き方
と

１０以上
2０未満

やや強い雨
（ザーザーと降る） 地面からの跳ね返りで、足元が濡れる。

2０以上
3０未満

強い雨
（どしゃ降り） ワイパーを速くしても見づらい。

3０以上
5０未満

激しい雨
（バケツをひっくり返したように降る）

高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じ、ブレー
キが効かなくなる。（ハイドロプレーニング現象）

5０以上
8０未満

非常に激しい雨
（滝のように降る） 傘は全く役に立たなくなる。

水しぶきで、あたり一面が白っぽくなり、視界が悪
くなる。8０以上 猛烈な雨

（息苦しくなるような圧迫感。恐怖を感じる）

10以上15未満 やや強い風 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。

15以上20未満 強い風 風に向かって歩けなくなり、転倒する人も出る。
電線が鳴り始める。

20以上25未満
非常に強い風 細い木の幹が折れたり、根の張っていない木が倒れ始める。

看板が落下・飛散する。25以上30未満

30以上35未満

猛烈な風35以上40未満 多くの樹木が倒れる。
電柱や街灯で、倒れるものがある。
ブロック塀で、倒壊するものがある。40以上
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大雨が降り出したら2

洪水のときの避難方法 ➡避難場所はｐ38〜43参照3

●�浸水した道路は、水面下が見えず多くの危険が潜んでいます。段
差に足をとられて転倒したり、誤って水路に転落したりするおそ
れがあります。

　�避難するときは、浸水している道路は避けて通行するようにして
ください。また、浸水が始まる前に早めに避難することを心がけ
てください。

むやみに歩かない

はやく
逃げましょう

地域の防災情報に注意し、近く
の川の水位上昇にも注意しま
しょう。

がけ地や河川の近くでは、隣近
所で声をかけ合い、早めに避難
の準備をしましょう。

地域の水防活動に協力しましょ
う。

●�近くに川が流れている場合、川が決壊したときに濁流に巻き込ま
れるおそれがあります。洪水や土石流が発生する前に逃げること
が基本ですが、万が一遭遇した場合には、濁流や土砂の流れる方
向に対して直角に、少しでも高い場所へ逃げましょう。

川の流れ・土石流に対し直角に逃げましょう

直角方向に！
高い場所に！

●�災害時、身に危険が迫っているが、安全な場所まで避難する時間
がない場合に、建物内のより高い場所に向かって避難することを

「垂直避難」といいます。屋内にとどまっていた方が安全な場合
等やむを得ないときは、屋内の2階以上の場所、斜面と反対側の
部屋に避難しましょう。

時間がない場合は垂直避難を

風水害に備えて
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水のうの活用4
　「水のう」とは、小規模な水害で家が浸水しそうになった場合に、その水をせき止めるために使用するもの
です。
　水をせき止める道具としては、「土のう」がよく知られていますが、水のうは、土のうよりも簡単に作るこ
とができますし、１０㎝程度の水深であれば、水のうを使って浸水を防ぐことができます。

ゴミ袋・レジ袋を使った方法

1

2

3

袋の口をきつくしばる。

玄関などに、隙
す き

間
ま

なく並べる。

　吸水性ゲル水のうは、水を吸うことで膨
ぼう

張
ちょう

する水のうです。軽量でコンパクトなので、簡単に運ぶことがで
き、保管スペースを取りません。
　市販されていますので、興味があれば、詳しく調べてみてください。

吸水性ゲル水のうを使った方法

※�袋をダンボールの箱に入れ
て、ダンボールを隙間なく並
べることで強度を高めること
ができる。

一般的なゴミ袋やレジ袋を2〜3枚重ねて、
水を入れる。
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風水害のあとしまつ5
　台風や豪雨の後は、危険がいっぱいです。地域で協力しあって安全な復旧活動をしましょう。

危険物が漏れていないか点検しま
しょう。

浸水のあとは…

家の中は風通しをよくして乾燥させ
ます。

衛生に注意。水道水を飲用するとき
は、煮

し ゃ

沸
ふ つ

消毒してから使用します。
家財道具やたたみなどは、日光消毒
したり、クレゾール液でよく拭きま
す。

プロパンガスに異常はないか確認し
ましょう。

けがをしないよう、活動時には肌を
露
ろ

出
しゅつ

しない服装にしましょう。ヘル
メットも着用して落下物に備えま
しょう。

危険

ごみや汚
お

物
ぶ つ

の処理は早めに行いま
しょう。

地域の清掃に協力しましょう。

落下や倒壊の危険物があればただち
に補強や除去を行いましょう。

切れている電線をみつけたら絶対に触れずに電力会社
へ通報しましょう。 中部電力から停電

の情報を携帯・ス
マートフォン・PC
で受け取れます。
詳しくは中部電力
ホームページをご
確認ください。

風水害に備えて
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土砂災害に気をつけよう2
土砂災害警戒区域の指定について1

　平成27年3月3０日付けで、長野県知事により軽井沢町全域で土砂災害警戒区域（イエローゾーン）・土砂災
害特別警戒区域（レッドゾーン）が指定されました。
　この指定の目的は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害防止法）
の一定の基準に基づき、土砂災害のおそれがある区域を指定し、併せて危険の周知、警戒避難体制の整備等の
ソフト対策の推進を図っていくことにあります。
　大雨による土砂災害は、どこで発生するか分かりません。危険が迫っているときは、危ない場所には近づか
ず、早めの避難を心がけてください。
　なお、町内の土砂災害警戒区域・特別警戒区域については、別途配付済みの「土砂災害防災マップ」にてご
確認ください。

Check !
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域とは

　土砂災害防止法に基づき、土砂災害から住民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について
の危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推
進することを目的として、知事が指定する区域です。

土砂災害警戒区域の指定「イエローゾーン」
〈土砂災害のおそれがある区域〉

土砂災害特別警戒区域「レッドゾーン」
〈土砂災害警戒区域のうち建築物に損壊が生じ住民に著しい危害が生じるおそれがある区域〉
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土砂災害の種類と前ぶれ2

注意したい場所は？3

　地中にしみ込んだ水分が土の抵
抗力を弱め、急激に斜面が崩れ落
ちる現象。突発的かつ急速におこ
ることが多いのが特徴
〔前ぶれ〕
●小石がバラバラと落ちてくる。
●崖から水が湧いてくる。
●崖にひび割れができる。

　集中豪雨や地震による山崩れに用心したい。山間
部の集中豪雨からの土石流にも要注意。
　危険を感じたら早めに避難の準備を。

　土砂災害は、大雨のときだけでなく、雨がやんでからも発生する可能性がありますので、油断しないように
しましょう。

　小さな河川であっても、ごみなど思わぬ障害物で
あふれる危険性があります。ご近所の皆さんで定期
的に掃除するように心がけてください。

　すべりやすい地層を境に、その
上の土がそっくり動き出す現象
〔前ぶれ〕
●地面にひび割れができる。
●�地面の一部が陥没したりする。
●沢や井戸の水が濁る。
●�崖や斜面から水が噴き出す。
※�令和２年3月現在、軽井沢町では
「地すべり」の対象地域の指定はあり
ません。

　土石と水が一体となって流れ落
ちる現象。昔から「山津波」とか
「鉄砲水」といっておそれられて
いる。
〔前ぶれ〕
●�山鳴りや立木の裂けるような

音、ふだん聞きなれない大きな
音がする。

●�雨が降り続いているのに、川の
水が急に減り始める。

●�川の水が濁ったり、流木が流れ
てくる。

崖　崩　れ

里山に近い集落付近 小川や水路よりも低い土地

地 す べ り土　石　流

風水害に備えて
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「マイ・タイムライン」を作成しよう3

　マイ・タイムラインは、風水害の発生に備えて、自分自身がと
る標準的な防災行動を時系列的に整理し、とりまとめるものです。
　一人ひとりの家族構成や生活環境に合わせて、「いつ」「誰が」
「何をするのか」をあらかじめ時系列で整理しておくことで、ス
ムーズな防災行動を実施することにつながります。

マイ・タイムラインとは

長野県ホームページ「マイ・タイムラインについて」より　https://www.pref.nagano.lg.jp/bosai/kensei/koho/mytimeline.html

マイ・タイムラインの検討方法1
調べてみよう！

土砂災害の危険：　　あり　・　なし
洪 水 の 危 険：　　あり　・　なし
その他の災害：（　　　　　　　　　　）

調べてみよう！

避 難 所：
移動手段：
移動時間：

調べてみよう！

情報の入手方法：

調べてみよう！

避難開始のタイミング：
　 が発令されたとき

　「軽井沢町土砂災害防災マップ」や長野県河川砂防情報
ステーション ｐ12参照 を参考に、自分の住んでいる地域
には、土砂災害や洪水等の危険があるか、調べてみましょ
う。

住んでいる地域の災害リスクを知るSTEP
１

　「軽井沢町土砂災害防災マップ」や ｐ38〜43 の「避難
所マップ」等を用いて、避難所や避難経路を確認しましょ
う。また、避難所までどのような手段で避難するのか、考
えてみましょう。

避難所・経路を調べるSTEP
2

　雨の状況、河川の状況、町からの避難情報等の取得方法
ｐ10〜12参照 を確認しましょう。

災害発生前後の情報収集方法を調べるSTEP
4

STEP
3

　気象注意報・警報、避難情報等の意味やとるべき行動等
について、確認しましょう。

避難情報等の内容を調べて、
どんな行動をとるかを知る
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　ｐ20 で調べた結果を基に、次の表を使って、自分たちの「マイ・タイム
ライン」を作成しましょう。

Check !●必要に応じてマイ・タイムラインを見直しましょう。
●�自分のマイ・タイムラインと近所の人や知り合いのマイ・タイムライ
ンを見比べてみましょう。

時 間 状況・避難情報 私たちの行動（書き出してみよう！）

早期注意情報
（警報級の可能性）

大雨発生の
可能性

避難準備・
高齢者等避難開始

重大災害の
おそれ

避難勧告・
避難指示（緊急）

重大災害
発生確率大

災害発生情報
災害発生

注意報

重大災害の
兆候

〈記載例〉
○テレビやインターネットで天気予報・台風情報をチェック
○家族の今後の予定や居場所を確認
○非常用持出品を確認
○家の周りに風で飛ばされるようなものがないか確認

〈記載例〉
○長野県河川砂防情報ステーションで雨量や河川の水位を確認
○避難場所や交通手段を再確認
○携帯電話の充電を確認

〈記載例〉
○離れている家族や知人に避難することを連絡
○避難場所へ避難開始
○携帯電話で最新の避難所の状況や雨量を確認

〈記載例〉
○避難完了
○テレビやラジオ、携帯電話で最新の状況を確認

〈記載例〉
○避難ができていないときは、命を守るために最善の行動をとる

わが家の「マイ・タイムライン」（台風の場合）2

３日前

2日前

1日前

災
害
発
生

風水害に備えて
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