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○
公
園

モヨリ駅

家

がっこう

電柱危険!

ブロック塀危険 !

○○
○○

○○

常備薬

せっけん

避難情報

避難所

TV

PC

余 笹 川

蛇尾川

那珂 川

箒 川

TV PC

TV PC

TV PC

TV PC 避難勧告 避難指示（緊急）

大雨や暴風が特に異常であるた
め重大な災害が起こるおそれがあ
るときに発表。

地面一面に水たまりがで
きる。

3-2. 大雨時の防災情報と行動の目安

3-3. 避難時の心得

この表はあくまでも目安です。雨の降り方などの状況によっては、表のような順番で情報が出るとは限りません。　各種情報を積極的に収集し、自らの判断で避難をしましょう。

●避難は自主判断で！
気象情報や避難情報などの防
災情報をもとに、早めの避難を
心がけましょう。

すぐに
避難する！避難する！避難の準備をする！

（高齢者などは避難する！）

1時間雨量
20～30mm未満

1時間雨量
20～30mm未満

道路が川のようになる。
水しぶきであたり一面が
白っぽくなる。

大規模な災害の発生するおそ
れが強く、厳重な警戒が必要。

大雨注意報
洪水注意報

大雨警報、洪水警報
（土砂災害・浸水害）

大雨特別警報
（数十年に1度の大雨）

周囲の状況
災害発生の目安

気象情報気象情報

雨の降り方雨の降り方

洪水予報洪水予報

土砂災害情報土砂災害情報

避 難 情 報

市民の皆さんの
とるべき行動

氾濫注意情報
氾濫警戒情報

氾濫危険情報
氾濫発生情報

土砂災害警戒情報

避難準備・
高齢者等避難開始

大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度がさらに高まったときに、
避難勧告や自主避難の判断を支援するよう、県と気象台で対象となる市町村を特定して警戒を呼
びかける情報です。 

● 最新の気象情報などを入手する。
● 避難所の位置を確認する。
● 最新の気象情報などを入手する。
● 避難所の位置を確認する。

● 家族と連絡を取る！
● 非常用持ち出し袋の用意！
● 避難に時間がかかる人は、
避難を開始する！

● 家族と連絡を取る！
● 非常用持ち出し袋の用意！
● 避難に時間がかかる人は、
避難を開始する！

● 近所に声をかけ、
複数で避難する！

● 近所に声をかけ、
複数で避難する！

● 避難していない人は
避難する！

● 避難していない人は
避難する！

1時間雨量
30～50mm未満

1時間雨量
50～80mm未満

1時間雨量
80mm以上

記録的短時間大雨情報
1時間雨量110mm以上

●避難勧告などは、危険が迫った
ときに出されますので、速やか
に避難しましょう。

●避難所が近くにないときは、近所
の丈夫な建物の上の階へ一時的
に避難しましょう。

●お年寄りや子供、病気の方、体
の不自由な方などは、早めの避
難が必要です。避難に支援が必
要な方に協力しましょう。

●大田原市や消防団から避難の
呼びかけがあった場合には、速
やかに避難してください。

●避難するときは、動きやすい格
好で。2人以上での避難を心がけ
ましょう。

3-1. 自ら情報収集し、避難を判断しましょう

自宅の外へ避難（立退き避難） 自宅に待機（屋内安全確保）
避難所など

水平移動
垂
直
移
動

河川の近くや浸水深が大きくなる地域、土砂災害のお
それのある地域など、そこにいることが危険な場合
は、避難所などへ立ち退き避難をしましょう。立ち退き
避難は災害が発生する前に行うことが原則です。

浸水がひざ付近に達した時、水の流れが速い時は、
無理をせず、自宅の2階や付近の頑丈な高い建物に
避難しましょう。

1-2. 基準水位について

　平成10年8月26日から31日にかけて、前線が日本付近に停滞し、台風第4号が日本の南

海上をゆっくりと北上しました。この期間、台風の影響も加わり前線に向かって暖かく

湿った空気が南から流入して前線の活動が活発となり、北日本や東日本を中心に雨が

断続的に続き、北日本の太平洋側から関東地方にかけて記録的な大雨となりました。

　那須町では、総降水量が1,254mm に達し、大田原市でも578mm の降水量を記録しま

した。この災害により、死者22名、行方不明者2名、負傷者55名、住家の全壊･半壊及び一

部損壊506棟、床上浸水3,328棟、床下浸水11,518棟の被害が発生しました。

1. 災害を知る

1-1. 大田原市で発生した過去の水害

2. 災害に備える 2. 災害に備える

2-1. 家族で防災に取り組みましょう

　① 避難について話し合いましょう
□現金

□印鑑

□保険証など

□懐中電灯

□携帯ラジオ

□予備電池

□カセットコンロ・
　固形燃料

□敷物

□新聞紙

□箸・フォークなど

□栓抜き・缶切り

□大小ビニール袋

□ひも・粘着テープ

□使い捨てカイロ

□生理用品

□ハンカチ

□ティッシュ・
　ウェットティッシュ

□筆記用具など

□常備薬

□消毒液

□包帯など

□石けん

□歯磨き用品

□タオルなど

□下着類

□靴下

□手袋・軍手

□帽子

□セーター・レインウェア

□ひざかけなど

□飲料水

□各種食品
　(缶詰・カップ類
　 などの保存食)

□子供のおやつ など

□粉ミルク

□ほ乳びん

□おむつ類

□ベビーパウダー

□おもちゃなど

小物道具類

貴重品 衣類 (季節に合わせて )

医療品

洗面用品

水・食料品

赤ちゃん用品

災害用伝言ダイヤル 171  災害発生時における被災地の方との連絡・安否確認ダイヤル

被災地の方は自宅の電話番号、被災地以外の方は
被災地の方の電話番号を市外局番からダイヤルしてください。

X X X X X X X X X X
自分の電話番号(市外局番から)

1 7 1 1
音声による案内が流れます

被災地の方は自宅の電話番号、被災地以外の方は
被災地の方の電話番号を市外局番からダイヤルしてください。

X X X X X X X X X X
相手の電話番号(市外局番から)

伝言を聞く1 7 1 2
音声による案内が流れます

家族間や知人間などの、安否の確認連絡に活用できます。ご利用にあたっての事前契約等は、一切不要です。

伝言を入れる
（　　　　　　）1メッセージあたり
30秒以内

危機管理課防災係

171へダイヤルすると、音声ガイダンスが流れますので、それに従って伝言してください。
伝言ダイヤルサービスの開始は、テレビ・ラジオなどで通知されます。

市

大田原市本町１－４－１

大田原市湯津上５－１０８１
大田原市黒羽田町８４８
大田原市中野内７７３
大田原市須佐木５３
大田原市本町１－４－１

（０２８７）２３－１１１１
（０２８７）２３－１１１５
（０２８７）９８－２１１１
（０２８７）５４－１１１１
（０２８７）５９－０１１１
（０２８７）５７－０１１１
（０２８７）２３－８７１７

危機管理課

湯津上支所総合窓口課
黒羽支所総合窓口課
両郷出張所
須賀川出張所
道路課
県

大田原市紫塚２－２５６４－１（０２８７）２３－６５４３栃木県大田原土木建築事務所保全第一課

医療機関（救急告示病院） 
大田原市中田原１０８１－４
大田原市下石上１４５３

（０２８７）２３－１１２２
（０２８７）２９－２１２１

那須赤十字病院
那須中央病院

消　防
大田原市中田原８６８－１２
大田原市黒羽向町１００９－１
大田原市蛭畑７９６－1

（０２８７）２８－５１１１
（０２８７）５４－１１４４
（０２８７）９８－３２３５

那須地区消防組合 大田原消防署
那須地区消防組合 黒羽分署
那須地区消防組合 湯津上分署

ライフライン関係
東京電力カスタマーセンター栃木
ＮＴＴ東日本（故障等問合せ先）
大田原市役所水道課

０１２０－９９５－１１２
１１３
（０２８７）２３－８７１３

電　　気
電　　話
水　　道

警　察
大田原市紫塚１－１－４
大田原市大豆田３０３－４

（０２８７）２４－０１１０
（０２８７）５４－０１１０

大田原警察署
黒羽幹部派出所

まず、自宅の位置を
確認しましょう。

はん濫した場合の、浸水の状況を確認しましょう。
ご自宅のある場所が何色に塗られているか洪水ハ
ザードマップで確認しましょう。 自宅に一番近い避難所を地図で確認しましょう。

浸水が深い場所を避けて避難経路を設定しましょう。

家庭や地域で話し合いながら、実際に歩いてみま
しょう。避難経路に危険な区域がある場合には、避難
経路を見直しましょう。

次に、自宅付近の避難所
を確認しましょう。

浸水箇所を避けて、避難路を
設定しましょう。

実際に避難路を歩いてみて、
安全を確認しましょう。

　② 非常持ち出し品を準備しましょう

2-2. 地域で災害に取り組みましょう

3. 大雨時の取るべき行動 3. 大雨時の取るべき行動3. 大雨時の取るべき行動

報道機関
テレビ・ラジオ（ワイドFM）など

避難準備・勧告・指示の流れ

常陸河川国道事務所
宇都宮地方気象台

栃木県

パソコン
携帯電話

パソコン
携帯電話

パソコン
携帯電話

大田原市

気象庁
ホームページ

栃木県
ホームページ

国土交通省
ホームページ
(川の防災情報)

大 田 原 市 民 の 皆 さ ん
避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）などの避難情報や、大雨などに関する気象情報は、上のような経路で市民の皆さんに伝えられます。
情報がどのようにくるのか、確認しておきましょう。

●情報の伝達経路

●緊急連絡先

洪水予報・水防警報・気象情報の流れ

ＡＭ　栃木放送（８６４KＨｚ）
ＦＭ　ＮＨＫ－ＦＭ（８４．９MＨｚ）　ＦＭ栃木（７６．４MＨｚ）　

国・県・市の提供する大田原市に関する防災情報

ラジオ 電話応答システム（大田原土木事務所）

Tel : 0287-23-1115
平成31年3月作成

録音方法

再生方法

～　洪　水　か　ら　身　を　守　る　た　め　に　～

洪水ハザードマップ
大田原市大田原市

（平成10年8月末豪雨〈那須水害〉）

自 助 共 助

ステップ

1
ステップ

2

ステップ

3
ステップ

4

避難行動とは？

市の提供する避難情報な
どを確認できます。

河川の水位と雨量の状況、
雨量分布（レーダー）の推
移を確認できます。

検 索大田原市ホームページ 検 索川の防災情報（国土交通省）

大雨により土砂災害の危
険度を確認できます。

検 索とちぎ土砂災害警戒情報

気象庁が発表する気象情
報、地震などを確認でき
ます。

栃木県の観測データ、警
報・注意報の発表状況など
を確認できます。

雨量や河川の水位、災害情報がわかります。
電話番号：０２８７‒２３‒７４５２

検 索気象庁（大田原市） 検 索宇都宮地方気象台
雨量情報、河川水位情報、洪水
予報情報、ダム情報、河川ライ
ブカメラなどの情報をリアル
タイムで確認できます。（大田
原市は那須地域になります。）

検 索とちぎリアルタイム雨量・河川水位観測情報

・よいちメール
・防災行政無線
・サイレン、広報車
・戸別連絡

那珂川　那珂川橋下流 那珂川　湯殿大橋

大田原市メール配信サービスの登録を行いましょう。
「よいちメール」は防災・気象情報や、暮らしに役
立つ様々な情報をお届けします。

  登録方法
QRコードを読み取り、登録して
ください。

検 索よいちメール

災害伝言ダイヤル171  体験利用提供日 • 防災週間（8月30日9:00～9月5日17:00）
• 防災とボランティア週間（1月15日9:00～1月21日17:00）

• 毎月1日､15日 00:00～24:00
• 正月三が日（1月1日00:00～1月3日24:00）

大田原市
OHTAWARA  C ITY

那 珂 川 ・ 箒 川 ・ 蛇 尾 川・余 笹 川

　近年、想定を超える大雨による浸水被害が多発してることを踏まえ、平成27年5月に水防法の一部が改
正され、河川管理者は、想定される最大規模の降雨を前提とした区域に拡充して浸水想定区域を指定・公
表するとされました。
　本洪水ハザードマップは、その公表された内容を基に余笹川が氾濫した場合に想定される浸水の状況
及び避難所を示したマップで、予想される最大級浸水深を5段階に色分けして表示しております。
　ただし、想定は余笹川が氾濫した時の浸水最大規模を表示していますが、実際の浸水深や浸水する場
所は状況により変わりますので注意が必要です。
　本ハザードマップにおいてあらかじめ危険区域、避難所及び避難路などを確認していただき、万が一
の災害時に市民の皆様が安全かつ速やかに避難できるようご活用ください。

平成31年3月作成

余笹川　中余笹橋水位観測所

平常時の水位

はん濫発生5m

4m

3m

2m

1m

0m

1.3m水防団待機水位
1.8mはん濫注意水位
2.3m避難判断水位
2.8mはん濫危険水位

直ちに命を
守る行動をとる！

　洪水などの災害に立ち向かうためには、大田原市などの行政の対応だけでは限界があります。災害から
一人も犠牲者を出さないためには、市民の皆さんが災害に備える「自助」、また地域における自主防災組織
などによる「共助」が必要不可欠です。自主防災組織は「地域の安全安心は地域で守る」との考えから、自治
会単位などで運営する組織のことで、大田原市は結成を推進しています。
　家族で話しあった避難経路や避難についての取り組みを、自治会や自主防災組織でも話し合い、災害に
備えましょう。


