
～この防災マップは～
ため池は農業用水の供給だけでなく、洪水調整機能も有していますが、水害を起こ

す危険性も併せ持っています。

この防災マップは、地震が発生するという 悪の事態を想定し、ため池決壊による

浸水被害想定と避難対策等の情報を分かりやすく住民の皆さんに提供することを目

的に作成したものです。

●日頃から家族やご近所で災害への対応について話し合い、家から避難所までの経

路や家族の連絡先などを書き込んでおきましょう。

●この防災マップを目に付く場所において、いつでも確認できるようにしておきましょう。

●浸水の発生しやすい場所や状況を日頃から把握し、危険を感じたら自主的避難を

心がけましょう。

●皆さんが災害について関心を持ち、いざという時に落ち着いて行動できるよう、日

頃から災害に関する正しい心構えを身につけておくことが大切です。

～大雨のとき～
大雨のとき、ため池の水位が上昇し

堤防を乗り越えた水の勢いによって

堤防が浸食され、決壊することがあり

ます。

竹や流木が洪水吐の断面を閉塞さ

せると、堤防を越流しやすくなり、浸

食・崩壊の危険性は、いっそう高くなり

ます。

ため池防災マップについて

こんなときには要注意！！

～大地震のとき～
大地震の時に、ため池の堤防が異常な

力を受け亀裂が生じることや、地盤の液状

化により、決壊する危険性があります。

比較的小さな地震でも、堤防の内部に生

じた亀裂などにより強度が低下し、水圧に

耐えきれず決壊に到ることがありますので、

注意が必要です。

いざ！ というときに備えて・・・

～避難所と避難経路の

確認をしておきましょう～
●水は高いところから低いところに流れ

ます。道路は流れの強い洪水の通り道

にもなります。洪水になったらどう避難す

るか地形を見て確認しておきましょう。

～正確な情報収集と自主的避

難を心がけましょう～
●テレビやラジオで正確な情報をキャッ

チしましょう。

●危険を感じたら、市・警察・消防など

に連絡するとともに、自主的に避難しま

しょう。

～避難時持ち出し品を

常備しましょう～
●いつでも避難できるように避難時

持ち出し品を準備しておきましょう。

懐中電灯、携帯ラジオ、飲料水

非常食、救急セット、常備薬、

現金、着替え、雨具、防災マップ

～避難の呼びかけに

注意を払いましょう～
●危険が迫ったときには、市から避難

の呼びかけをすることがあります。

テレビ、ラジオ、サイレン音などの情報

に十分注意し、呼びかけがあった場合

は、速やかに避難してください。

避難所の開設／自主防災組織／水路などの日常管理

●指定避難

所
被害の状況に

応じて、安全な

場所へ避難して

いただくようお

願いします。

●自主防災組織
大規模災害の防災に関して、住

民の皆さんの果たすべき役割は、

非常に大きいものです。

日頃の地域活動で積み重ねら

れた情報を、災害時にも活用でき

るよう、地域の防災訓練などを通

じて、自主的な防災活動を行う組

織づくりをめざしましょう。

●水路などの

日常管理
水路や側溝の清掃を

日常から行っておくこと

は、大雨時に洪水吐を

閉塞しにくくすることにも

なり、決壊の危険性を低

減することにもつながり

ます。

落ち着いて早めの避難を！！

～早めの避難を！～
●高齢の方、体の不自由な方、子供などは、

避難に時間がかかります。早めの避難を

心がけましょう。

●荷物は貴重品、必要な食料、衣料、日用品

など必要 低限のものにしましょう。

～避難は２人以上で！～
●裸足、長靴は危険です。ひもでしめられて

いる運動靴で避難しましょう。

●ご近所と声をかけ合って、家族やグループ

で行動しましょう。

●避難は必ず歩いてしましょう。車やバイク

での移動は、流されたり、転倒することも

あり非常に危険です。

●避難には高い場所にある道路を選びましょう。

～水が来てしまったら無理せずに！～
●水深がひざまであるようなら、無理せず高所で救助を待ちましょう。

●はぐれないようにお互いの体をロープで結んで避難しましょう。

雨の降り具合で危険度をチェックしましょう

やや強い雨

(１時間に10
～20mm)
ザーザーと降

る雨で、地面

からの跳ね

返りで足元が

濡れます。こ

の程度の雨

でも長く続くと

きは注意が

必要です。

強い雨

(１時間に20
～30mm)
傘をさしてい

ても濡れてし

まう程のど

しゃ降りです。

側溝や小さな

川があふれ、

小規模の崖

崩れが始まり

ます。

激しい雨

(１時間に30
～50mm)
バケツをひっ

くり返したよう

な雨で、道路

が川のように

なります。山

崩れ・崖崩れ

が起きやすく

なり危険地帯

では避難の準

備が必要です。

非常に激し

い雨

(１時間に50
～80mm)
瀧のような雨

が降り、水し

ぶきであたり

一面が白っ

ぽくなり、視

界が悪くなり

ます。土石流

が起こりやす

く、多くの災

害が発生しま

す。

猛烈な雨

(１時間に

80mm以上)
息苦しくなる

ような圧迫

感があり、

恐怖を感じ

る雨です。

大規模な災

害が発生す

る恐れが強

く、厳重な警

戒が必要で

す。

水害・土砂災害について

警戒レベル５

警戒レベル４

全員避難

警戒レベル３
高齢者等は避難

警戒レベル２

地震について

～南海トラフ巨大地震～
恵那市において、比較的大きな被害をもたらすといわれている地震として、

南海トラフ巨大地震があり、震度５強から６弱の揺れになると予想されています。

～その他の地震～
その他、恵那市で震度５強から６弱が予想される主な地震として、以下のもの

があります。

阿寺断層帯による地震

震度５強

・多くの人が行動に支障を感じる。

・棚にある食器類、書棚の本の多く

が落ちる。

・タンスなど重い家具が倒れること

がある。

・補強されていないブロック塀の多く

が倒れる。

震度６弱

・立っていることが困難になる。

・固定していない重い家具の

多くが移動、転倒する。

・開かなくなるドアが多い。

・かなりの建物で、壁のタイルや

窓ガラスが破損、落下する。

南海トラフ地震に関連する情報

恵那市ため池防災マップ

発行：恵那市農林部農政課

お問い合わせ：恵那市農林部農政課

電話：0573‐26‐2111

家族で話合って表に記入しましょう。

避難所及び避難場所

（大雨時） ℡( )       ‐ ,

（地震時） ℡(          )       ‐ ,

離れ離れになった時の集合場所 ,

地元の自治体が警戒レベル５緊急安全確保を発令す

る判断材料となる情報です。災害が発生又は切迫して

いることを示す警戒レベル５に相当します。何らかの災

害がすでに発生している可能性が極めて高い状況と

なっています。命の危険が迫っているため直ちに身の

安全を確保してください。

災害発生情報

大雨特別警報 等

地元の自治体が警戒レベル４避難指示を発令する目安

となる情報です。危険な場所からの避難が必要とされる

警戒レベル４に相当します。災害が想定されている区域

等では、自治体からの避難指示の発令に留意するとと

もに、避難指示が発令されていなくてもキキクル（危険

度分布）等を用いて自ら避難の判断をしてください。避難指示

土砂災害警戒情報 等

地元の自治体が警戒レベル３高齢者等避難を発令する

目安となる情報です。高齢者等は危険な場所からの避

難が必要とされる警戒レベル３に相当します。災害が想

定されている区域等では、自治体からの高齢者等避難

の発令に留意するとともに、高齢者等以外の方もキキク

ル（危険度分布）等を用いて避難の準備をしたり自らの

避難の判断をしたりしてください。

高齢者等避難開始

大雨警報（土砂災害）、洪水警報 等

避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２です。防

災マップ等により、災害が想定されている区域や避難

先、避難経路を確認してください。

大雨注意報、洪水注意報 等

※各種の情報は、警戒レベル２～５の順番で

発表されるとは限りません。

状況が急変することもあります。

※赤字は市が発令、黒字は気象庁が発表

南海トラフ地震

臨時情報

・南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象

が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかど

うか調査を開始した場合、または調査を継続してい

る場合

・観測された異常な現象の調査結果を発表する場合

・観測された異常な現象の調査結果を発表した後の

状況の推移等を発表する場合

・「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定

例会合における調査結果を発表する場合（ただし

南海トラフ地震臨時情報を発表する場合を除く）

我が家の防災メモ

家族の名前 連絡先 会社・学校の連絡先 メ モ

避難時の持ち出し品チェックリスト

□現金（小銭を含む）・貴重品

□携帯電話（充電器を含む）

□携帯ラジオ（予備電池を含む）

□防災マップ

□非常食

□飲料水

□

□

□

□懐中電灯（予備電池を含む）

□マッチかライター

□雨具（レインコート、長靴など）

□救急セット

□常備薬、持病薬

□着替え（下着を含む）

□

□

□

情報の伝達経路

携帯電話やホームページによる防災情報

河川情報（岐阜県）
ホームページ

気象情報（気象庁）
テレビ・ラジオ

避難情報（恵那市）
テレビ・広報車

防災行政無線等

市

民

の

み

な

さ

ん

恵那市メール配信サービス登録方法

緊急速報メール

岐阜県の防災関連ホームページ

携帯電話から「ene‐mailmag@sg‐m.jp」にアクセスしてください。

携帯電話に緊急情報を一斉配信するサービスです。

ご利用されている携帯電話会社にご確認ください。

岐阜県総合防災ポータル http://www.pref.gifu.lg.jp/bousai/
ぎふ土砂災害警戒情報ポータル http://alert.sabo.pref.gifu.lg.jp/
岐阜県川の防災情報 http://www.kasen.pref.gifu.lg.jp

～危険を感じたらすぐに避難を～

調査中 ：臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催

巨大地震警戒：想定震源域内において、M8.0以上の地震が発生したと評価

巨大地震注意：監視領域内において、M7.0以上の地震が発生したと評価

調査終了 ：上記のいずれにも当てはまらない現象と評価

南海トラフ地震

関連解説情報


