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 171 → 1 → (００００) ００－００００→ 伝言を録音する
 171 → 2 → (００００) ００－００００→ 伝言を聞く

自分の安否について家族や知人が聞く可能性の最も高い電話番号を入力

伝言を吹き込む
伝言を聞く

気象情報 気象庁 災害関連情報 神奈川県

綾瀬市

報道機関

住　　民

防災行政用無線 メール 広報車 ホームページ
SNS 消防署 消防団

消防本部 大和警察署

※1 ※2

登録された皆さんのスマートフォンやパソコンのメールアドレスに、地域の災害情報や不審者
情報、防犯情報などさまざまな情報を即時に配信します。必要な情報と地域を自由に選べます。
登録は無料ですが、配信の登録・削除、メール受信にかかる通信料・パケット通信料は登録され
た方の負担になります。また、ご意見・ご要望等を含め、本サービスへの返信はできません。

「防災気象情報」は、台風などの天気予報をはじめ
河川のライブカメラで今の状況を確認できます。

防災あやせ（＠bosaiayase）で防災情報などを発信しています。
返信（リプライ）やリツイート、フォローは行いませんので、ご了承ください。

災害の状況に応じて消防車両や市広報車により広報を実施します。

災害・生活注意情報
火災情報
防犯情報
不審者情報

行方不明者情報
光化学スモッグ情報
イベント情報
市税納期限情報

大規模災害発生時には、被災地域内における電話が大変つながりにくくなります。 被災地域
との電話による連絡は控え、災害用伝言ダイヤル（171）や災害用伝言板を活用しましょう。
災害用伝言ダイヤル（171）の使用法

ayase@mpx.wagmap.jp

災害関連情報

登録用アドレス

https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/menu000019700/hpg000019673.htm

※1 安全・安心メール、エリアメール、緊急速報メール ※2 市ホームページ、防災気象情報、県雨量水位情報など

市では、地震や台風など災害時の情報伝達手段として
市内３３箇所に屋外子局を設置しています。
火災の発生や不審者情報なども発信しています。

地震・気象情報や避難情報などをお届けします。工事不要の
置き型で、借りてすぐ使えます。貸出は無料、手続き時間は
10分程度です。

お問い合せ先：危機管理課　危機管理担当　
電　話　0467-70-5641　
メール　wm.705641@city.ayase.kanagawa.jp

お問い合せ先：危機管理課　危機管理担当　
電　話　0467-70-5641　
メール　wm.705641@city.ayase.kanagawa.jp

個別受信機 災害情報を自宅でキャッチ！

防災行政用無線（個別受信機）がよく聞こえなかった時は、同じ内容が電話で確認できます。
なお、火災情報は消防本部テレフォンサービス（0467-78-1919）へお問い合わせください。

（フリーダイヤル）　0120-40-1192

テレビやラジオから最新の情報を入手しましょう。

情報伝達
情報伝達経路

防災行政用無線（個別受信機）

あやせ安全・安心メール

市ホームページ

ツイッター

災害用伝言ダイヤル(171)・災害用伝言板
音声応答サービス

広報車

テレビ・ラジオなどの報道機関
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市では、相模トラフを震源域とする最大震度７程度が想定される『大正型関東地震』を地震防災
対策の目標としています。
平成27年5月の神奈川県地震被害想定調査報告書に、大正型関東地震における避難所への避難
者想定数（最大29,430人）が示されており、避難所や備蓄資機材の整備に反映させています。

シェイクアウトとは、「まず低く、頭を守り、動かない」
などの安全確保行動です。地震の揺れから身を守る
ため日ごろから訓練をしておきましょう。

家の中に安全な空間をつくる

タンス・本棚 冷蔵庫 食器棚

部屋がいくつもある場合は、人の出
入りが少ない部屋に家具をまとめて
置く。無理な場合は少しでも安全な
スペースができるよう配置換えする。

●自宅で生活できなくなったとき 　
●建物倒壊・火災の拡大等により危険になったとき

●危険がなくなったとき 
●避難所で生活する必要がなくなったとき

※避難場所や避難所の名称は、市町村ごとに異なります。

●一時避難場所や広域避難場所など、近くの安全な場所に避難●一時避難場所や広域避難場所など、近くの安全な場所に避難

●一次避難所に避難する

できるだけ寝室には
家具を置かない

就寝中に地震に襲われると家具などが
倒れて危険です。

家具の転倒を防ぐ

家具と壁の間に遊びがあると倒れやすい。家具
の下に小さな板などを差し込んで、壁や柱に
よりかかるように固定する。また、金具や固定
器具を使って転倒防止策を万全にする。

金具や固定器具などで固
定する。二段重ねの場合は
つなぎ 目を金具でしっか
り連結しておく。

テレビ

屋根

ベランダ

窓ガラス プロパンガス

ブロック塀・門柱

できるだけ低い位置に固定
して置く（家具の上はさけ
る）。免震ゴムの設置も有効
です。

アンテナや、屋根瓦は
補強しておく。

植木鉢などの整理整頓を。
落ちる危険がある場所には何も置かない。

飛散防止フィルムを貼る。
ボンベを鎖で固定しておく。

土中にしっかりとした基 礎部分がないもの、
鉄筋が入っていないものは危険なので補強する。 
ひび割れや鉄筋のさびも修理する。

2ドアの場合は、扉と扉
の間に針金などを巻い
て、金具で固定する。

ピアノ
本体にナイロンテープなどを
巻きつけ、取り付けた金具な
どで固定する。足にはすべり止
めをつける。

照　明
チェーンと金具を使って
数箇所留める。
蛍光灯は蛍光管の両端を
耐熱テープで留めておく。

金具などで固定し、棚板には滑りに
くい材質のシートやふきんなどを 
敷く。重い食器は下に、軽い食器は
上の方に置く。扉が開かないように
留め金具をつける。

安全に避難するため、 出入口や
通路にものを置かない

玄関にいろいろものを置くと、いざとい
う時に出入口をふさいでしまうことがあ
ります。出入口までの通路にも倒れやす
いものを置かないようにする。

電気火災の発生を防ぐ

大地震が発生した際には、多数の火災が発生し、多くの人
が命や財産を失っています。
地 震 火 災の原因の多くは電 気が 関連しており、電 気機 器

（電気ストーブ、電気コンロ等）の転倒による出火や、電気
復旧時における通電火災（破損した電気コードのショート
による出火等）があります。
このような電気火災を防ぐため、※感震
ブレーカー等を設置する。 

※感震ブレーカーとは、あらかじめ設定した震度以上
　の地震が発生した場合に、自動的に電気の供給を
　遮断する装置で、電気火災の防止に効果的です。

（日本シェイクアウト提唱会議：提供）

いっとき

自宅で生活できないとき

地震 【避難方法・対策】

地震発生後

自分と家族の身の安全を図る

火の始末、靴やスリッパを履く

ケガをしていたら応急処置

ガスを止めブレーカーを落とす

ご近所に声をかけ合い避難（戸締り、非常持出袋）

避 難 開 始

自 宅

想定地震

シェイクアウト

グラッときたら…

避難するときの行動イメージ

家の中の安全対策

家具の転倒、落下を防ぐポイント

家の周囲の安全対策

1

2

3

4

5
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高齢者等避難 警戒レベル3警戒レベル3
避難指示を発令することが予想される場合
●避難に時間を要する人(ご高齢の方、障がいのある方、 乳幼児をお連れの方等)は避難を開始しましょう。
●いつでも避難ができるよう準備をしましょう。身の危険を感じる人は、避難を開始しましょう。 

緊急安全確保 警戒レベル５警戒レベル５

状況に応じた避難行動状況に応じた避難行動
安全な場所への移動安全な場所への移動

「命を守るための最善の行動」
●すでに災害が起こっているので、避難する場合は最大限、注意を払って対応する必要があります。

避難所や高台、土砂災害警戒区域外の
知人の家などに移動します。

近隣の高い建物等への移動近隣の高い建物等への移動
近くの頑丈な建物の2階以上や、高い
建物のなるべく上階に移動します。

屋内の安全な場所への避難屋内の安全な場所への避難
屋外への避難がかえって危険なときは
庭とは反対側で、なるべく高い階の部屋
などに避難します。

避難指示 警戒レベル4警戒レベル4
災害が発生するおそれが高まった場合
●全員安全な場所へ移動しましょう。
●まだ避難をしていない場合は、直ちに避難をしましょう。 
●外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、自宅内のより安全な場所に避難しましょう。

●屋根やアンテナが強風で飛ばされないよう、補強する。 
●排水溝が落ち葉やごみで詰まらないよう、側溝や雨水ますなどをこまめに掃除する。
●排水溝の上には、車乗り入れブロックなどを置かないようにする。
●樹木は日ごろから適正に管理し、倒木などが発生しないようにする。

●鉢植えなど飛びやすいものは、固定するか室内へ移動する。 
●雨戸を閉め、雨戸がない場合は板やガムテープで窓ガラスを補強し、カーテンを閉める。 
●土のうや水のう、プランターを利用して、浸水を防ぐ。 
●トイレや風呂場の排水口は、水のうなどでふさぐ。
●台風や積雪など荒天の際は、ゴミの収集（変更・中止）を確認する。

「特別警報」が発表されたら、ただちに命を守る行動をとってください。
・尋常でない大雨や津波等が予想されています。 
・重大な災害が起こる可能性が非常に高まっています。
・ただちに身を守るために最善を尽くしてください。

気象庁・県からの情報気象庁・県からの情報
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市からの情報市からの情報 何をする?何をする?

マイ・タイムラインとは、台風の接近によって河川の水位が上昇するとき、自分自身や自分の
家族がとるべき行動について、「いつ」「誰が」「何をするか」をあらかじめ整理した防災行動
計画です。日ごろから家庭で話し合っておきましょう。

風水害  【避難方法・対策】
いつ避難するの? わが家のマイタイムライン

特別警報について

風水害時の対応

避難するときの行動イメージ

水害発生時における避難の心得

日ごろの備え

・大雨注意報 
・洪水注意報
・大雨注意報 
・洪水注意報

注意喚起注意喚起

警戒レベル３
 高齢者等避難
警戒レベル３
 高齢者等避難

警戒レベル５
緊急安全確保
警戒レベル５
緊急安全確保

警戒レベル4
避難指示

警戒レベル4
避難指示

・大雨警報（浸水害・土砂災害）
・洪水警報
・大雨警報（浸水害・土砂災害）
・洪水警報

・目久尻川、蓼川、比留川 「氾濫注意水位」到達 
・土砂災害メッシュ情報(2時間後に基準到達)
・目久尻川、蓼川、比留川 「氾濫注意水位」到達 
・土砂災害メッシュ情報(2時間後に基準到達)

・既に災害が発生・既に災害が発生 ・ただちに命を守る行動をとる・ただちに命を守る行動をとる

・避難に時間がかかる方は避難を開始
・避難所の開設状況の確認
・家の周りを点検する。戸締りの最終確認
・携行する荷物の最終確認

・避難に時間がかかる方は避難を開始
・避難所の開設状況の確認
・家の周りを点検する。戸締りの最終確認
・携行する荷物の最終確認

・目久尻川・蓼川・比留川「氾濫危険水位」到達
・土砂災害メッシュ情報（現況で基準到達）
・目久尻川・蓼川・比留川「氾濫危険水位」到達
・土砂災害メッシュ情報（現況で基準到達）

・記錄的短時間大雨情報
・目久尻川・蓼川・比留川「避難判断水位」到達
・土砂災害警戒情報
・土砂災害メッシュ情報（1時間後に基準到達）

・記錄的短時間大雨情報
・目久尻川・蓼川・比留川「避難判断水位」到達
・土砂災害警戒情報
・土砂災害メッシュ情報（1時間後に基準到達） ・避難開始 

・外が危ないときは、家の中で安全な場所
　に移動する（がけと反対側の2階など）

・避難開始 
・外が危ないときは、家の中で安全な場所
　に移動する（がけと反対側の2階など）

・テレビ等で気象情報を確認
・マイタイムラインの確認
・防災ハザードマップで避難所を確認
・備蓄食料を確認
・家族がどこにいるか予定を確認
・家の周りを点検する
・非常持出品を確認

・テレビ等で気象情報を確認
・マイタイムラインの確認
・防災ハザードマップで避難所を確認
・備蓄食料を確認
・家族がどこにいるか予定を確認
・家の周りを点検する
・非常持出品を確認

ここまでに家族全員が避難を完了しておく

被害の軽減被害の軽減

避難の呼びかけに注意を 避難の呼びかけに注意を 

避難の前に確認を避難の前に確認を

危険なところには近寄らない危険なところには近寄らない

動きやすい格好で動きやすい格好で

水面下は危険です。二人以上で避難を水面下は危険です。二人以上で避難を

避難は徒歩で避難は徒歩で

歩ける深さ男性約 70cm、女性約50cm歩ける深さ男性約 70cm、女性約50cm

扉の下の隙間から水が
入ってくるので、「土のう」 
や板などで前面を囲み、
タオルで隙間をふさぎます。
また、 ポリタンクなど軽い物は
事前に 屋内に移しましょう。

危険が迫った時には、防災行政用 
無線や広報車などから避難の
呼びかけをすることがあります。 
呼びかけがあった場合には速やか
に避難しましょう。

避難する時は、電気のブレーカー
を落とし、ガスの元栓を閉め、
床下の通気口などをふさぎ、 
戸締りを確認しましょう。

切れた電線のそばなど、危険な
場所に近寄らないようにしましょ
う。また、はん濫水には汚水が混
ざっているので、子供などがさわ
らないように気をつけましょう。

動きやすい服装で、軍手をはめ、 
ヘルメットをかぶり、はき物は
水に浸かっても歩きやすいものを
選びましょう。レインコートは上下
が分かれているタイプがよいで
しょう。

浸水した場所を歩く時は、長い
棒を杖がわりにして、マンホール
や側溝がないか水面下の安全を
確認し、2人以上での行動を心が
けましょう。

車での避難は、歩行者・ 緊
急車両の妨げになります。 
また、浸水すると動かなくな
るので使わないようにしま
しょう。

洪水の場合、歩ける深さは
男性で約70cm、女性で 
約50cmまで。それ以上に 
なったら高い場所で救助を 
待ちましょう。
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高齢者等避難 警戒レベル3警戒レベル3
避難指示を発令することが予想される場合
●避難に時間を要する人(ご高齢の方、障がいのある方、 乳幼児をお連れの方等)は避難を開始しましょう。
●いつでも避難ができるよう準備をしましょう。身の危険を感じる人は、避難を開始しましょう。 

緊急安全確保 警戒レベル５警戒レベル５

状況に応じた避難行動状況に応じた避難行動
安全な場所への移動安全な場所への移動

「命を守るための最善の行動」
●すでに災害が起こっているので、避難する場合は最大限、注意を払って対応する必要があります。

避難所や高台、土砂災害警戒区域外の
知人の家などに移動します。

近隣の高い建物等への移動近隣の高い建物等への移動
近くの頑丈な建物の2階以上や、高い
建物のなるべく上階に移動します。

屋内の安全な場所への避難屋内の安全な場所への避難
屋外への避難がかえって危険なときは
庭とは反対側で、なるべく高い階の部屋
などに避難します。

避難指示 警戒レベル4警戒レベル4
災害が発生するおそれが高まった場合
●全員安全な場所へ移動しましょう。
●まだ避難をしていない場合は、直ちに避難をしましょう。 
●外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、自宅内のより安全な場所に避難しましょう。

●屋根やアンテナが強風で飛ばされないよう、補強する。 
●排水溝が落ち葉やごみで詰まらないよう、側溝や雨水ますなどをこまめに掃除する。
●排水溝の上には、車乗り入れブロックなどを置かないようにする。
●樹木は日ごろから適正に管理し、倒木などが発生しないようにする。

●鉢植えなど飛びやすいものは、固定するか室内へ移動する。 
●雨戸を閉め、雨戸がない場合は板やガムテープで窓ガラスを補強し、カーテンを閉める。 
●土のうや水のう、プランターを利用して、浸水を防ぐ。 
●トイレや風呂場の排水口は、水のうなどでふさぐ。
●台風や積雪など荒天の際は、ゴミの収集（変更・中止）を確認する。

「特別警報」が発表されたら、ただちに命を守る行動をとってください。
・尋常でない大雨や津波等が予想されています。 
・重大な災害が起こる可能性が非常に高まっています。
・ただちに身を守るために最善を尽くしてください。

気象庁・県からの情報気象庁・県からの情報
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市からの情報市からの情報 何をする?何をする?

マイ・タイムラインとは、台風の接近によって河川の水位が上昇するとき、自分自身や自分の
家族がとるべき行動について、「いつ」「誰が」「何をするか」をあらかじめ整理した防災行動
計画です。日ごろから家庭で話し合っておきましょう。

風水害  【避難方法・対策】
いつ避難するの? わが家のマイタイムライン

特別警報について

風水害時の対応

避難するときの行動イメージ

水害発生時における避難の心得

日ごろの備え

・大雨注意報 
・洪水注意報
・大雨注意報 
・洪水注意報

注意喚起注意喚起

警戒レベル３
 高齢者等避難
警戒レベル３
 高齢者等避難

警戒レベル５
緊急安全確保
警戒レベル５
緊急安全確保

警戒レベル4
避難指示

警戒レベル4
避難指示

・大雨警報（浸水害・土砂災害）
・洪水警報
・大雨警報（浸水害・土砂災害）
・洪水警報

・目久尻川、蓼川、比留川 「氾濫注意水位」到達 
・土砂災害メッシュ情報(2時間後に基準到達)
・目久尻川、蓼川、比留川 「氾濫注意水位」到達 
・土砂災害メッシュ情報(2時間後に基準到達)

・既に災害が発生・既に災害が発生 ・ただちに命を守る行動をとる・ただちに命を守る行動をとる

・避難に時間がかかる方は避難を開始
・避難所の開設状況の確認
・家の周りを点検する。戸締りの最終確認
・携行する荷物の最終確認

・避難に時間がかかる方は避難を開始
・避難所の開設状況の確認
・家の周りを点検する。戸締りの最終確認
・携行する荷物の最終確認

・目久尻川・蓼川・比留川「氾濫危険水位」到達
・土砂災害メッシュ情報（現況で基準到達）
・目久尻川・蓼川・比留川「氾濫危険水位」到達
・土砂災害メッシュ情報（現況で基準到達）

・記錄的短時間大雨情報
・目久尻川・蓼川・比留川「避難判断水位」到達
・土砂災害警戒情報
・土砂災害メッシュ情報（1時間後に基準到達）

・記錄的短時間大雨情報
・目久尻川・蓼川・比留川「避難判断水位」到達
・土砂災害警戒情報
・土砂災害メッシュ情報（1時間後に基準到達） ・避難開始 

・外が危ないときは、家の中で安全な場所
　に移動する（がけと反対側の2階など）

・避難開始 
・外が危ないときは、家の中で安全な場所
　に移動する（がけと反対側の2階など）

・テレビ等で気象情報を確認
・マイタイムラインの確認
・防災ハザードマップで避難所を確認
・備蓄食料を確認
・家族がどこにいるか予定を確認
・家の周りを点検する
・非常持出品を確認

・テレビ等で気象情報を確認
・マイタイムラインの確認
・防災ハザードマップで避難所を確認
・備蓄食料を確認
・家族がどこにいるか予定を確認
・家の周りを点検する
・非常持出品を確認

ここまでに家族全員が避難を完了しておく

被害の軽減被害の軽減

避難の呼びかけに注意を 避難の呼びかけに注意を 

避難の前に確認を避難の前に確認を

危険なところには近寄らない危険なところには近寄らない

動きやすい格好で動きやすい格好で

水面下は危険です。二人以上で避難を水面下は危険です。二人以上で避難を

避難は徒歩で避難は徒歩で

歩ける深さ男性約 70cm、女性約50cm歩ける深さ男性約 70cm、女性約50cm

扉の下の隙間から水が
入ってくるので、「土のう」 
や板などで前面を囲み、
タオルで隙間をふさぎます。
また、 ポリタンクなど軽い物は
事前に 屋内に移しましょう。

危険が迫った時には、防災行政用 
無線や広報車などから避難の
呼びかけをすることがあります。 
呼びかけがあった場合には速やか
に避難しましょう。

避難する時は、電気のブレーカー
を落とし、ガスの元栓を閉め、
床下の通気口などをふさぎ、 
戸締りを確認しましょう。

切れた電線のそばなど、危険な
場所に近寄らないようにしましょ
う。また、はん濫水には汚水が混
ざっているので、子供などがさわ
らないように気をつけましょう。

動きやすい服装で、軍手をはめ、 
ヘルメットをかぶり、はき物は
水に浸かっても歩きやすいものを
選びましょう。レインコートは上下
が分かれているタイプがよいで
しょう。

浸水した場所を歩く時は、長い
棒を杖がわりにして、マンホール
や側溝がないか水面下の安全を
確認し、2人以上での行動を心が
けましょう。

車での避難は、歩行者・ 緊
急車両の妨げになります。 
また、浸水すると動かなくな
るので使わないようにしま
しょう。

洪水の場合、歩ける深さは
男性で約70cm、女性で 
約50cmまで。それ以上に 
なったら高い場所で救助を 
待ちましょう。


