
本ハザードマップに
非常持ち出し品や避難場所などを記入し、
いざというときのために備えましょう！

むかわ町
〠054-8660 北海道勇払郡むかわ町美幸２丁目88番地

Tel.0145-42-2411㈹　Fax.0145-42-2711
http://www.town.mukawa.lg.jp/

～日頃の備えが “いざ”というときの身を守る～

平成２５年３月

むかわ町
津波ハザードマップ
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　本ハザードマップは、平成24年６月に北海道が公表した津波浸水予測図に基づき作成しており、
私たちの生命を守るため『避難を基本』とした減災の考え方を取り入れた内容となっています。
また、津波による浸水区域の想定条件は、次のとおりとなっています。

ハザードマップについて

はじめに

【津波による浸水区域の想定条件】
　津波による浸水区域は、2011年までに北海道太平洋沿岸で行われた津波堆積物の各種調査を踏まえて推定
されたもので、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす「最大クラスの津波」によ
る波高と浸水域の想定結果です。
　この予測方法は、様々な仮定に基づいており、今後起きる可能性のある津波の特徴を正確に予測するもの
ではありませんが、過去に北海道太平洋沿岸を襲った最大津波を再現できる、多くの手法のうちの一つです。
　なお、この予測結果については、今後の調査研究の進展や、国の中央防災会議等における検討を踏まえて
適宜検証し見直されていく可能性があります。

（写真：東北地方太平洋沖地震時の鵡川漁港）

　平成23年（2011年）３月11日、三陸沖を震源
とするマグニチュード9.0の海溝型地震、東
北地方太平洋沖地震（東日本大震災）が発生
し、最大で震度７の揺れを記録しました。
　この地震に伴う巨大津波によって、東北地
方と関東地方の太平洋沿岸部で壊滅的な被害
が生じるなど、大規模な災害となっています。
　このような規模の地震・津波は、地震大国
である日本において、どこにいても発生する
可能性があり、本町も被害に見舞われました。
　災害は予期せず起こるものですので、日頃
から万全の備えをし、いざというときに正し
い行動をとれるようにしておくことが重要で
す。
　この『むかわ町津波ハザードマップ』は、
津波による浸水予測対象地域とされる自治
会・町内会の皆様とともに協議し、ご意見を
反映した内容となっています。
　ご家族や職場内などでよくお読み頂き、い
ざという時の心構えと準備に役立てていきま
しょう。
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ハザードマップの活用方法

地 震について　～ゆれの大きさと被害、日頃の備え～………………………… Ｐ３
地震のゆれとその被害、地震発生時にとるべき行動、地震に備えるため日頃から準備しておくべき
ことについて解説しています。

気 象・避難情報とその対応について……………………………………………… Ｐ５
災害発生時（地震・津波）のとるべき行動を時系列にまとめ、気象や避難情報について解説してい
ます。

「防 災」と「減災」に向けて ……………………………………………………… Ｐ13
災害時の被害を最小限に食い止めるために重要となる「減災」の考え方、防災の基本となる「自助・
共助・公助」と「自主防災組織」の取り組みについて掲載しています。

私 たちがつくる津波避難ハンドブック…………………………………………… Ｐ15
〝いざ〟という時に備え、災害時の対応方法について家族や隣近所の方などと話し合いましょう。
また、話し合った結果は、津波ハンドブックに記入しておきましょう。ここでは、津波ハンドブッ
クの記入例を示しています。

津波浸水予測や津波災害発生時の「避難ルール」を地域ごとにまとめた地図です。

津 波について　～津波から身を守るポイント～………………………………… Ｐ４
津波から身を守るためのポイントについて解説しています。

津波ハザードマップの構成津波ハザードマップの構成

❶ ❷ ❸

保管から
活用へ！保管から
活用へ！

津 波ハザードマップ………………………………………………………………… Ｐ７

地震や津波の
知識をしっかり

身につける!
　地震や津波について正しい知
識を身につけ、災害時に的確な
避難行動を取れるようにしま
しょう。また、地震や津波発生
時に情報伝達がどのように行わ
れるか確認し、情報を聞き漏ら
さないようにしましょう。

ハザードマップで
避難施設・目標地点
を確認しておく!

　津波災害時における避難の
ルールをよく理解し、自宅や学
校、勤務先周辺の浸水エリアや
避難施設・目標地点を確認しま
しょう。

日頃から
家族や隣近所の方と

よく話し合う!
　災害発生時の避難経路や、家
族の集合場所、隣近所で支援が
必要な方などについて、十分に
話し合い、いざという時にあわ
てないよう準備を整えましょう。

※本報告書に掲載される地図のうち、国土地理院の承認を得て作成した地図を第三者がさらに複製又は使用する場合には、
国土地理院の長の承認を得る必要があります（承認番号　平24情使、第810号）



～風呂場～
•消火用水や断水時の
生活用水として風呂
の水はためてあるか

•ガスボンベなど屋
外設置物の点検の
落下防止の点検

•手すりの破損、植
木鉢や物干竿の落
下防止の点検

～ベランダ～

～家具～
•ベッドや寝る場所
に倒れてきそうな
家具は置かない
•テレビや水槽は低
い位置に

～割れ物・置物～
•高い位置に花瓶な
どの割れ物やテレ
ビなどの重い物は
置かない
•食器棚や本棚、家
具は固定

～火の元～
•カーテンなどの近
くに石油ストーブ
は置かない

•窓のがたつきや落
下防止の点検

～窓～

•塀や外壁の傾き、
ひび割れ、破損個
所の点検

～外壁・塀～
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家屋の耐震化や家具の固定など、日頃から地震に備えましょう！

人は揺れを感じない。

震度０

大半の人が、恐怖を覚え、
物につかまりたいと感じ、
棚にある食器類や本が落
ちることがある。

震度５弱

立っていることが困難に
なり、固定していない家
具の大半が移動し、倒れ
るものもある。

震度６弱

物につかまらないと歩く
ことが難しく、固定して
いない家具が倒れること
がある。

震度５強

はわないと動くことがで
きず、耐震性の低い木造
建築物は、傾くものや、
倒れるものが多くなる。

震度６強

耐震性の高い木造建築物
でも、まれに傾くことがあ
り、耐震性の低い鉄筋コ
ンクリート造の建物では、
倒れるものが多くなる。

震度７

屋内で静かにしている人
の中には、揺れをわずか
に感じる人がいる。

震度１

屋内で静かにしている人
の大半が、揺れを感じる。

震度２

屋内にいる人のほとんど
が、揺れを感じる。

震度３

ほとんどの人が驚き、電
灯などのつり下げ物は大
きく揺れる。

震度４

外回りのチェックポイント 室内のチェックポイント

●地震は突然発生します。地震が発生した場合、最初の判断が極めて重要です。
　地震が発生した際には慌てずに、まずは身の安全を確保しましょう。

地震が起きたら・緊急地震速報を見聞きしたら　あわてず、まず身の安全を！

•トタン屋根の破損、
めくれ、腐食の点
検
•アンテナなど屋上
設置物の点検

～屋根～

～屋外の設置物～

～照明～
•照明器具はチェーン
などで落下防止を

▶ 頭を保護し、丈夫な机の下など安全な場所に避難
▶ あわてて外に飛び出さない（落下物や車が危険）
▶ 揺れがおさまってから、あわてず火の始末

▶ 運転中は、ハザードランプを点灯し、緩やかに減速
▶ 近づくな、門や塀、自動販売機やビルのそば
▶ 海岸でぐらっときたら高台へ

地震について～ゆれの大きさと被害、日頃の備え～
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１．揺れが小さくても油断しない

　小さな揺れの地震でも、津波が
襲ってくることがあります。

６．高い場所へ避難する

　海岸から「より遠く」ではなく、
「より高い」場所へ避難しましょ
う。

７．津波のスピードは速い

　海上では、津波の伝わる速さは時
速数百㎞になる場合があり、津波が
見えてからでは逃げ切れません。

８．津波の高さは想像を超える

　津波の高さは海岸の地形に左右され、沿岸での津波の
高さが１ｍでも、津波はその数倍から場合によっては10倍
程度の高さになり、大きな被害をもたらすこともあります。

９．津波は繰り返し襲ってくるので、気を抜かない

　津波は２回、３回と襲ってきます。
しかも、第１波の高さが最大になる
とは限りません。

10．海辺や川べりには近づかない

　津波は河川を遡上し、内陸深く
まで進入することもあります。

２．引き潮が無くても注意する

　津波の前は、必ずしも海水が
異常に引いていくとは限りませ
ん。

３．テレビ・ラジオや町の広報で正しい情報を

　地震後は、報道や町の広報で津波
の警報・注意報などを入手し、正し
い情報に基づいて行動しましょう。

４．避難情報が出たらすぐ避難

　町からの防災無線や広報車などか
ら避難の呼びかけ（避難勧告等）が
あった時は、直ちに避難しましょう。

５．お年寄りや身体の不自由な方などの避難に協力

　避難の際は、お年寄りや体の不自
由な方などに声をかけましょう。

●津波から身を守るためには、津波に関する正しい知識を身につけておくことが重要です。
　津波から身を守るポイントを良く読んでおきましょう。

Ｑ１．陸に上がった津波の速さは？

Ｑ２．地震発生から津波が来るまでの時間は、約40分（ごはん
が炊ける時間）くらいなので、しっかり準備して、逃げ
れるのが重要である。 （○ or ×）

Ｑ３．東日本大震災の場合、陸地を駆け上がった津波の最大の
高さは、約30メートル（７階建てのビル）だった。

 （○ or ×）

解説Ｑ１
　陸に上がった津波の速
さは、時速36キロメート
ル。１秒間に10メートル
進みます。オリンピック
や世界陸上の100メートル
走選手と同じくらいの速
さです。
　津波が陸に着いてから逃げるのでは、遅すぎます。地震を感
じたら、または津波注意報・警報が発令されたら、速やかに海

つなみクイズ
岸から離れ、避難しましょう。

答え：１秒間に10メートル

解説Ｑ２
　「地震が来てから津波が来るまで、ご飯が炊ける時間がある」
これは迷信です。地震発生から津波が来るまでの時間は、東南
海津波では約20分、チリ津波では約22時間、北海道南西沖津波
ではわずか５分です。
　このように、津波が来るまでの時間はまちまちです。津波が
来るまでの時間は、震源地と自分がいる場所の距離、津波の進
路となる海の水深など様々な要素で決まるので、必ずご飯が炊
ける時間（約40分）があるとは限りません。
　「前の津波は来るのが遅かったから」と、避難をしなかった
人が、予想以上に早くやって来た津波に巻き込まれてしまうこ
とがよくありました。

答え：×
解説Ｑ３
　岩手県宮古市の姉吉地区で観測された波の高さは10階建て
のビルに相当する40.5メートルだったそうです。

答え：×

津波について～津波から身を守るポイント～

Mukawa

時速 800km 時速 250km 時速 100km 時速 36km

5000m

500m
100m

10m高さ増 高さ増 高さ増

揺れが小さくても
津波への注意が必要よ！

引き潮が無くても
注意！

津波警報

ニュース

Mukawa

Mukawa



気象情報 町からの避難準備情報、
避難勧告・指示の発令区分 町の対応 住民の皆様に求める行動

•津波注意報
　（北海道太平洋沿岸西部）
•震度４の地震

避難準備及び自主避難
（災害時要援護者避難）情報

•避難所への事前受け入れ連絡
•備蓄資機材の補充
•応急対策用資機材調達等
•避難広報及び避難所誘導
•救助救出活動
•炊き出し、燃料などの要請

　避難行動に時間がかかる人は、避難準
備と行動を開始
※避難支援をされる方は支援行動を開始

•津波警報
　（北海道太平洋沿岸西部）
•震度５弱の地震

避難勧告 　身支度を整え、正確な情報を得たうえ
で、避難所等への避難行動を開始

•大津波警報
　（北海道太平洋沿岸西部）
•震度５強以上の地震

避難指示 　避難していない人は、直ちに避難行動
に移るなど、「生命を守る」行動をとる

落ち着いて自分の身を守る
座布団などで頭を保護し、
机の下などで身をまもり
ましょう

火の始末
すぐに火を消せる場合は、火を消しま
しょう
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地震発生

気象・避難情報とその対応について

■津波の気象情報（警報・注意報の区分）
　津波の気象情報は、予想される津波の高さに応じた区分で気象庁から発表されます。

•津波警報・注意報が発表されるタイミング
✔ 地震が発生してから「約３分」で大津波警報、津波警報、津波注意報が発表
✔ このとき、予想される津波の高さは５段階の数値で発表　☞「10ｍ超、10ｍ、５ｍ、３ｍ、１ｍ」

◯「マグニチュード８」を超える巨大地震の場合は、『巨大、高い』の言葉で非常事態であることが発表
◯正確な地震の規模がわかった時点で、『10ｍ超～５ｍ、３ｍ』等の数値で予想される津波の高さを発表

【要チェック！　巨大地震の場合は…】

■避難情報の区分と取るべき対応
　気象庁から発表される気象情報に基づき、町では避難に関する情報・勧告・指示を発令します。
　住民の皆様は、発令される区分に応じて下の表に示す避難行動をとってください。

■津波情報、避難情報の伝達方法
　地震や津波に関する情報は、以下の流れで住民の皆様に伝達されます。

発生直後 １～２分 ３分 ５～１５分 数時間～３日

カバンなどの持ち物で頭を守り、
公園などの広い場所に避難
建物からの窓ガラスや看板などの落下
物の危険があります

あわてて外へ飛び出さない
あわてた行動により、状況が悪化する
こともあります

靴を履く
ガラスの破片など、裸足で
は危険です

火元を確認
揺れがおさまってから、あ
わてず火の始末
をしましょう

家族の安全確認
大声で家族の安否の確認を
行います

出口を確保
ドア、窓を開
けて脱出口を
確保します

テレビ・ラジオなどで
正しい情報を入手
不確実な情報に惑わされな
いようにしましょう

隣近所に
声を掛け合い、
みんなで助け合う
特に一人暮らしの高齢者など、
災害時要援護者に積極的に声を
掛けましょう

火災の消火活動
初期消火により、被
害の拡大を防ぎます

避難勧告
避難指示

気象情報放 送 局

むかわ町

住民のみなさん

避　　　難

～歩いているとき～
ボタンを全て押して
止まった階で素早く降りる
中に閉じこめられたら、非常ベルや非
常電話を使い救助を待ちましょう

～エレベーター内にいるとき～

ハザードランプを点灯し、
左側にクルマを停める
クルマを離れるときは、
キーをつけたまま、ド
アロックもしないよう
にしましょう

～運転中～

すぐに高い所へ逃げましょう
地震発生後、すぐに津波が襲ってくる
危険があります

～海岸近くにいるとき～

シートや吊革、
手すりにつかまる。
また、持ち物で頭を守る
身体が衝撃で飛ば
されないように注
意し、揺れが収
まったら運転手の指示に従いましょう

～バス・JRに乗っているとき～

避難目標地点・高い所へ逃げる
避難施設が近くにないとき、逃げ遅れたと
きは、できるだけ近くの高さのある建物な
どに逃げましょう

非常持ち出し品を持って、
「徒歩を基本」に避難
車を使うと渋滞に巻き込まれ
て逃げ遅れたり、緊急車両が
通れなくなることがあります

津波の危険性がある場合

火の始末、
ブレーカーを落とす、
戸締まりに注意
火事や空き巣を防止します

災害時要援護者の避難支援
お年寄りや身体の不自由な
方などの避難の手助けをし
ましょう

倒壊した家やその危険性が
ある家には近づかない
余震や何かの拍子に崩れると
危険です

家族（特に子供）は
ロープで繋がって移動する
津波に流されたり、はぐれないようしっかり
結びましょう

避難施設へ向かう場合

災害情報を確認する
テレビ・ラジオ・インターネットなどで正確
な情報を収集しましょう

地域ぐるみで協力し助け合う
地域の防犯やパトロールなどに参加しましょう

備蓄品で生活する
数日間は、ライフラインが
停止することがあります

家の被害の点検をする
被害状況を把握しておきましょう
※自宅などが倒壊の危険がある場合は避難施
設へ

足元の後片付けをする
割れたガラスなどがある
と危険です

自宅に残る場合

災害情報を確認する
テレビ・ラジオ・インターネットなどで正
確な情報を収集しましょう

救出・救護が必要な時は
大声で知らせる
建物の下敷きになった人やけ
が人など、迅速な対応が命を
守ります

津波の危険性がない場合

気象庁から災害に関する気象情報が出された際には、地震の規模や津波警報・気象庁から災害に関する気象情報が出された際には、地震の規模や津波警報・ 注意報の区分に応じ、町から避難に関する情報・勧告・指示を発令します注意報の区分に応じ、町から避難に関する情報・勧告・指示を発令します

Mukawa

ラジオ・テレビ

広 報 車
防災無線
戸別訪問消防団員・警察官

自主防災組織

警報・注意報の
区分 発表基準

発表される津波の高さ
数値での発表

（予想津波高さの区分）
巨大地震（マグニチュード8.0以上）

の場合の発表

大津波警報 予想される津波の高さが高いところで 3 ｍ
を超える場合。

10 ｍ 超
(10ｍ＜予想高さ)

巨大10 ｍ
( 5 ｍ＜予想高さ≦10ｍ)

 5 ｍ
( 3 ｍ＜予想高さ≦ 5 ｍ)

津 波 警 報 予想される津波の高さが高いところで 1 ｍ
を超え、 3 ｍ以下の場合。  3 ｍ 高い

津波注意報
予想される津波の高さが高いところで0.2
ｍ以上、 1 ｍ以下の場合であって、津波に
よる災害のおそれがある場合。

 1 ｍ （表記しない）

Mukawa

ハザードランプ

Mukawa

津波警報

ニュース



0

1：35000

2㎞1

津波ハザードマップ（全体図）

凡　　例
津波浸水域

浸水深7.0m以上
6.0m以上7.0m未満
5.0m以上6.0m未満
4.0m以上5.0m未満
3.0ｍ以上4.0m未満
2.0m以上3.0m未満
1.0m以上2.0m未満
0.5m以上1.0m未満
津波高0.5m未満

避難施設・避難目標地点
緊急一時退避施設

避難路
踏切

●水深10ｍ地点で予測される影響
開始時間・第１波到達時間およ
び最大水位

第１波：第１波のピーク時間

地 点 名
津波影響開始時間（±20㎝)
第１波到達時間
沿岸最大水位

（水深10ｍ地点最大水位）

○分
○分
○.○ｍ
（○.○ｍ）

中央緑道
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ホテル四季の風
海抜5.9m緊急一時退避施設

鵡川厚生病院
海抜6.9m緊急一時退避施設

鵡川高校学生寮
海抜7.6m緊急一時退避施設

むかわ町産業会館
海抜6.7m緊急一時退避施設

鵡川高等学校
海抜8.8m避難施設

鵡川中央小学校
海抜7.5m避難施設

宮戸小学校
海抜11.8m避難施設

汐見一時避難場所
海抜14.5m避難目標地点

川西第一集落センター
海抜7.7m避難施設

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院
発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平24情使、第810号）

晴海地区
津波影響開始時間（±20㎝)
第１波到達時間
沿岸最大水位

（水深10ｍ地点最大水位）

28分
50分
7.6ｍ
(7.6ｍ）

鵡川河口
津波影響開始時間（±20㎝)
第１波到達時間
沿岸最大水位

（水深10ｍ地点最大水位）

26分
48分
6.2ｍ
(6.0ｍ）

汐見地区
津波影響開始時間（±20㎝)
第１波到達時間
沿岸最大水位

（水深10ｍ地点最大水位）

23分
47分
7.1ｍ
(7.0ｍ）

自治会・町内会別避難目標地点・避難場所一覧
避難対象

自治会・町内会
避難目標地点
（最低限） 避難場所 避難方法

鉄北、福住、
文京・大成 鵡川高等学校付近 鵡川高等学校 徒　歩

花園、末広、
美幸第１、
美幸３・４丁目、
松風、洋光、
若草、駒場

鵡川中央小学校付近 鵡川中央小学校 徒　歩

晴海、田浦一区 川西第一集落センター付近 川西第一集落センター 車
汐見一区 汐見一時避難場所 宮戸小学校 車

～～～～～～～～ 私 た ち の 役 割 ～～～～～～～～

津波災害時における避難ルール

津波浸水予測エリア外のより高く、より安全な場所へ
 避難しましょう。

自分の居る場所に最も近い、津波浸水予測エリア外の高い場所へ
 避難しましょう。

上記が困難である場合は…

万が一、避難が遅れた場合は…

自分の居る場所に最も近い、緊急一時退避施設へ避難しましょう。
（但し、緊急一時退避施設は必ずしも津波災害に耐えられるとは限り
ません。あくまで緊急的な一時避難場所となる点に注意しましょう。）

●！注意すること●！
鵡川周辺は、津波が川を逆流してくる恐れがあるため、
絶対に近づかないようにしましょう。

～～～～～～～～ 私 た ち の 行 動 ～～～～～～～～

•速やかに避難が行えるよう、『適切な情報伝達』を行います。
•被災状況に応じ、『避難所の選定・開設』を行います。

•『速やかに避難準備』を行いましょう！
•周りの人たちと協力し、『自主的な避難』を心がけましょう！
速やかな行動には、事前の話し合いが必要不可欠です。
『津波避難ハンドブック』を忘れずに作成しておきましょう！

自治会・町内会別避難目標地点・避難場所一覧自治会・町内会別避難目標地点・避難場所一覧自治会・町内会別避難目標地点・避難場所一覧

※この表は、お住まいの自治会・町内会ごとに設定しておりますが、災害発生時点における
みなさんの状況などにおいて、避難しやすい目標地点へ臨機応変に避難してください。

住 民 の 行 動

行 政 の 行 動行 政 の 行 動

住 民 の 行 動



津波ハザードマップ（晴海・田浦地区）

自治会・
町内会別 避難目標地点・避難場所
避難対象

自治会・町内会
避難目標地点
（最低限） 避難場所 避難方法

晴海、田浦一区 川西第一集落
センター付近

川西第一
集落センター 車

凡　　例
津波浸水域

浸水深7.0m以上
6.0m以上7.0m未満
5.0m以上6.0m未満
4.0m以上5.0m未満
3.0ｍ以上4.0m未満
2.0m以上3.0m未満
1.0m以上2.0m未満
0.5m以上1.0m未満
津波高0.5m未満

避難施設・避難目標地点
緊急一時退避施設 避難路

踏切

●水深10ｍ地点で予測される影響
開始時間・第１波到達時間およ
び最大水位

第１波：第１波のピーク時間

0

1：25000

1㎞0.5

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院
発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平24情使、第810号）

※災害発生時点におけるみなさんの状況などにおいて、
避難しやすい目標地点へ臨機応変に避難してください。

地 点 名
津波影響開始時間（±20㎝)
第１波到達時間
沿岸最大水位

（水深10ｍ地点最大水位）

○分
○分
○.○ｍ
（○.○ｍ）

晴海地区
津波影響開始時間（±20㎝)
第１波到達時間
沿岸最大水位

（水深10ｍ地点最大水位）

28分
50分
7.6ｍ
(7.6ｍ）
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むかわ町産業会館
海抜6.7m緊急一時退避施設

ホテル四季の風
海抜5.9m緊急一時退避施設

鵡川厚生病院
海抜6.9m緊急一時退避施設

鵡川高校学生寮
海抜7.6m緊急一時退避施設

川西第一集落センター
海抜7.7m避難施設

鵡川高等学校
海抜8.8m避難施設



自治会・
町内会別 避難目標地点・避難場所
避難対象

自治会・町内会
避難目標地点
（最低限） 避難場所 避難方法

汐見一区 汐見一時
避難場所 宮戸小学校 車

津波ハザードマップ（汐見地区）

凡　　例
津波浸水域

浸水深7.0m以上
6.0m以上7.0m未満
5.0m以上6.0m未満
4.0m以上5.0m未満
3.0ｍ以上4.0m未満
2.0m以上3.0m未満
1.0m以上2.0m未満
0.5m以上1.0m未満
津波高0.5m未満

避難施設・避難目標地点
緊急一時退避施設

避難路
踏切

●水深10ｍ地点で予測される影響
開始時間・第１波到達時間およ
び最大水位

第１波：第１波のピーク時間

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院
発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平24情使、第810号）

※災害発生時点におけるみなさんの状況などにおいて、
避難しやすい目標地点へ臨機応変に避難してください。

地 点 名
津波影響開始時間（±20㎝)
第１波到達時間
沿岸最大水位
（水深10ｍ地点最大水位）

○分
○分
○.○ｍ
（○.○ｍ）

汐見地区
津波影響開始時間（±20㎝)
第１波到達時間
沿岸最大水位

（水深10ｍ地点最大水位）

23分
47分
7.1ｍ
(7.0ｍ）
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鵡川高等学校
海抜8.8m避難施設

鵡川中央小学校
海抜7.5m避難施設

宮戸小学校
海抜11.8m避難施設

汐見一時避難場所
海抜14.5m避難目標地点

むかわ町産業会館
海抜6.7m緊急一時退避施設

ホテル四季の風
海抜5.9m緊急一時退避施設

0

1：25000

1㎞0.5

鵡川厚生病院
海抜6.9m緊急一時退避施設
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鵡川高等学校
海抜8.8m避難施設

むかわ町産業会館
海抜6.7m緊急一時退避施設

ホテル四季の風
海抜5.9m緊急一時退避施設

鵡川厚生病院
海抜6.9m緊急一時退避施設

鵡川高校学生寮
海抜7.6m緊急一時退避施設

鵡川中央小学校
海抜7.5m避難施設

0

1：10000

1㎞0.5

津波ハザードマップ（市街地拡大図）
自治会・
町内会別 避難目標地点・避難場所
避難対象

自治会・町内会
避難目標地点
（最低限） 避難場所 避難方法

鉄北、福住、
文京・大成

鵡川高等学校
付　近 鵡川高等学校 徒　歩

花園、末広、美幸第１、
美幸３・４丁目、
松風、洋光、若草、駒場

鵡川中央小学校
付　近 鵡川中央小学校 徒　歩

凡　　例
津波浸水域

浸水深7.0m以上
6.0m以上7.0m未満
5.0m以上6.0m未満
4.0m以上5.0m未満
3.0ｍ以上4.0m未満
2.0m以上3.0m未満
1.0m以上2.0m未満
0.5m以上1.0m未満
津波高0.5m未満

避難施設・避難目標地点
緊急一時退避施設

避難路
中央緑道

踏切

●水深10ｍ地点で予測される影響
開始時間・第１波到達時間およ
び最大水位

第１波：第１波のピーク時間

ポッポ橋

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院
発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平24情使、第810号）

※災害発生時点におけるみなさんの状況などにおいて、
避難しやすい目標地点へ臨機応変に避難してください。

地 点 名
津波影響開始時間（±20㎝)
第１波到達時間
沿岸最大水位

（水深10ｍ地点最大水位）

○分
○分
○.○ｍ
（○.○ｍ）

鵡川河口
津波影響開始時間（±20㎝)
第１波到達時間
沿岸最大水位

（水深10ｍ地点最大水位）

26分
48分
6.2ｍ
(6.0ｍ）



災害は完全には防げない:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

　記憶に新しい2011年３月11日の「東日本大震災」や、1995年１月17
日に多大な被害を引き起こした「阪神・淡路大震災」など、近年だけ
でも大きな災害が続いています。これらの他にも、大型台風による風
水害や浸水・土砂災害、また近年では突発的な竜巻による災害が数多
く起こっています。日本は地震・津波・竜巻・暴風・豪雨・洪水・地
すべり・高潮・火山噴火・豪雪など自然災害が発生しやすい条件下に
あり、災害に対する未然防止には限界があります。

減災とは？ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

　「阪神・淡路大震災」を契機として、防災に対する考え方が発展して
きました。いざ災害が発生した時には、発生しうる被害を最小限に食い
止めるための取り組みが必要であり、このことを「減災」と言います。

減災には地域の協力が必要 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

　「阪神・淡路大震災」では、消防などの公的機関に助けられた人よりも、
家族、そして近隣住民による救助が多くみられました。さらに、「東日
本大震災」では、国内観測史上最大の地震で大津波が発生しましたが、

「自主防災組織」が機能した地域では、押し寄せてくる津波に対して、住民自らが他の住民を高台へと避
難させることで、被害を軽減することができました。災害から身を守るためには、「地域ぐるみの協力体制」
による「共助」が必要であり、それを活かすためには「自主防災組織」の存在が不可欠です。

- 13 -

（写真：東日本大震災で壊滅した
　　　宮城県南三陸町役場）

対策の基本（自助・共助・公助）

（写真：災害図上訓練DIG
「地域における防災力向上のための組織
づくり　情報・ヒント集」（内閣府）より）

「防災」と「減災」に向けて

災害時には、自助・共助・公助 が互いに連携し一体となることで、被害を最小限にできるとともに、
早期の復旧・復興につながるものとなります。

自助・共助・公助とは…

　災害に備え、家庭内での防災備蓄品の準備、災害
時の家族の集合場所や連絡方法の確認、災害時の避
難など、「自らの安全を自らで守ること」を言いま
す。

ひとりひとりが
自分の身を自分で守ること

　日頃からとなり近所との声かけや防災訓練への参
加などを行い、災害時には地域の災害時要援護者の
避難に協力したり、地域の方々と消火活動を行うな
ど、「地域において互いに助け合うこと」を言います。

地域や身近な人々が
連携して助け合うこと

　公的機関による防災情報の伝達や提供、防災意識向
上のための広報や訓練などの推進、災害時の救助活動
や支援物資の提供など、「国や北海道・市町村及び防
災関係機関が実施する公的支援」のことを言います。

国や地方自治体が行う
救助・援助のこと

共助自助

公助

地
域
の
防
災
力

災害時の
被害を抑える



　自主防災組織は平常時には災害に備えた訓練などの活動を行い、災害時には避難誘導や消火活動などの
さまざまな共助活動を行います。
　平常時からみんなで連携し合いながら防災活動に取り組むために、通常の自治会・町内会活動などに防
災に関連した要素を盛り込むことで、防災意識を高めることが有効です。

　自主防災組織とは、「自分たちのまちは自分たちで守る」という心構えで、地域の人々が自発的に防災
活動を行う組織です（共助に該当します）。「東日本大震災」が発生したとき、交通網の寸断、火災などに
より、消防や警察などの防災機関が十分な対応をとることができませんでした。そのような大災害のとき
に力を発揮するのが、「自主防災組織」です。
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○自治会・町内会単位で結成し、組織の目的や活動などを定めた規約を作成します。
○組織がどのように活動するのかを定める防災計画を作成し、地域の防災活動を取り組みます。

組織結成の
具体的な流れ

まずは話し合いを
組織の基本的な事項に
ついて、案を検討しま
しょう

案をまとめましょう
自治会・町内会の総会
などで討議し、同意を
得ましょう

結成に同意を得ましょう

組織の結成について、
提案しましょう

自主防災組織を結成するには

自主防災組織とは…

自主防災組織の活動内容

平常時の活動

◆地域の災害危険の把握

災害による被害を軽減する
ため、土砂崩れや津波など
の危険個所や防災上の問題
点などを確認する。

◆災害時要援護者の把握・救出訓練

高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、
妊婦の方など手助けが必要な方と普段
から交流し、災害時にどのような配慮
をしたら良いか話し合う。

◆防災訓練の実施

日頃から災害を想定した訓
練を行い、炊き出し、消火
器の使用法や応急手当な
ど、防災活動に必要な知識
や技術を習得する。

◆防災資機材の備蓄と整理・点検

消火活動、応急手当て、救出・救護、
避難誘導など、災害時に必要となる資
機材を準備し、定期的に点検や使い方
を習得し確認する。

◆避難誘導

住民を避難所など指定され
た安全な場所に誘導する。

◆被災住民の救出・救護

負傷者や、建物などの下敷きになった
人の救出・救助活動をする。

◆出火防止と初期消火

出火防止のための活動や、
初期消火活動をする。

◆情報の収集・伝達

公的機関と連絡を取り合い、情報を住
民に伝達する。

災害時の活動

（写真：帰宅困難者避難訓練
「地域における防災力向上のための組織
づくり　情報・ヒント集」（内閣府）より）

（写真：避難所運営訓練
「地域における防災力向上のための組織
づくり　情報・ヒント集」（内閣府）より）

（写真：防災マップづくり
「地域における防災力向上のための組織
づくり　情報・ヒント集」（内閣府）より）



・非常持ち出し品

家族構成にあわせて、災害発生時に最初に持ち出すものを整理してみましょう。
・地震が発生したら…

まずは身の安全が第一！　家の中の安全な場所に隠れたり、身を守るための対処をしましょう。

食　料

衣　類

■家族みんなで話し合い、決めておこう！ ■家族や隣近所のひとたちと話し合っておこう！

・備蓄品

救援物資が届くまでの間（10日間程度）、生活するために必要な備蓄品を整理してみましょう。

食　料

衣　類

・日頃からの備え（自宅の安全点検）

災害時に被害を拡大させたり、あわてたりしないように、日頃の備えについて
準備しましょう。

・揺れが収まったら…

TVやラジオで情報収集しつつ、隣近所で支援が必要な方の無事を確認しましょう。

・実際に避難するときには…

非常持ち出し品の持ち出し、火の元、戸締まりを行い、避難場所に向かいましょう。

避難準備が完了したら、むかわ町が指定する安全な避難場所を目指しましょう。
避難の際は、事前に避難ルートで危険なところはないか、確認しておきましょう。

道具類

点検日

貴重品

道具類

点検日

・津波が迫っていて、時間的な余裕が少なくなったら・・

自宅や勤務先周辺、避難ルート周辺域にある緊急一時退避施設を確認しましょう。

私たちがつくる津波避難ハンドブック これは記入サンプルです。皆さんで話し合い、独自のハンドブックを作成してみましょう！

飲料水

（ペットボトル500ml×2本程度）、

非常食

（乾パンや缶詰など火を通さなくて

　いいもの×3日分程度）

通帳、印鑑、証書類のコピー、

現金

懐中電灯、携帯ラジオ、

携帯充電器、医薬品、

ろうそく、ナイフ、缶切り、

ティッシュ、ビニールシート、

生理用品、携帯用トイレ

平成○○年○月

マスク、タオル、

衣類（保温性の高いもの）、

雨具、紙おむつ

飲料水（1日3L程度）、

非常食、粉ミルク、離乳食

マスク、タオル、

安全靴、寝袋

 タンス ： 金具で壁に固定する

 食器棚 ： 食器の下に滑り止めシートを敷き、 扉は S 字フックで固定する

 ブロック塀 ： 塀の耐震状況を確認 （鉄筋が入っている？　地中までちゃんと埋まっている？）

 窓ガラス ： 飛散防止措置がされていないので、 飛散防止シートの貼り付けを検討する

居間 ： テーブルの下に隠れる

寝室 ： 布団を被り、 タンスから離れる

台所 ： ガスコンロを切り、 買い物かごを頭にかぶる

お隣のおばあちゃんが無事かどうか確認すること！

近所の人に協力を求められたら、 みんなで対応しよう！

非常品持ち出し袋はお父さんが持ち出すこと！ （収納場所は○○○○○）

昼間の場合はお母さんの担当

お母さんは火の元、 戸締まりを忘れずに！

避難施設は○○○○○。

避難時は、 市街地中心部での電灯の倒壊や、 踏切などに注意して避難をすること！

特に冬場は滑って転ぶと危険！

カセットコンロ、紙食器、割り箸、

ラップ、ウエットティッシュ、

トイレットペーパー、洗面用具、

水のいらないシャンプー、

使い捨てカイロ、ロープ、工具、

ランタン、携帯用トイレ、医薬品、

紙おむつ、ガーゼ、爪切り

平成○○年○月

まわりの人と一緒に、 とにかく逃げる。

避難場所まで間に合いそうになかったら、 避難ルート上にある、○○○○に一時避難すること！

の り し ろ

の り し ろ

の

り

し

ろ

の

り

し

ろ
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私たちがつくる津波避難ハンドブック 家
族
の
連
絡
先
一
覧

名　　前 携 帯 番 号 昼間の主な居場所 住　　　所 電 話 番 号

【拡大図】

自治会・町内会名

避難目標地点

避難するときに注意が必要な場所

場所：

注意が必要な所：

注意点：

場所：

注意が必要な所：

注意点：

場所：

注意が必要な所：

注意点：

【拡大図参照】

0 2㎞1：津波浸水域

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院
発行の基盤地図情報を使用した。（承認番号　平24情使、第810号）

家
族
の
連
絡
先
一
覧

お 父 さ ん 090‐●●●●‐●●●● 株式会社○○○ むかわ町□□－△△ （●●●●）●●‐●●●●

お 母 さ ん なし 自宅 むかわ町▼▼－×× （△△△△）△△‐△△△△

お兄ちゃん 090‐××××‐×××× ○○高等学校 むかわ町○○－○○ （××××）××‐××××

お姉ちゃん なし ○○中学校 むかわ町××－■■ （□□□□）□□‐□□□□

　　：鵡川地区市街地中央通り
　　　　　　　：街路灯
　　　：大規模地震による倒壊の可能性

　　：汐見一時避難所
　　　　　　　：避難所までの階段
　　　：冬季間中の除雪 ・凍結対策が必要

　　：田浦４線
　　　　　　　：踏切
　　　：道路幅が狭いことによる踏切横断

○○町内会

○○○○○○

自宅自宅

緊急一時退避施設緊急一時退避施設

避難施設避難施設

踏切注意！踏切注意！

自宅自宅

指定避難施設に避難！指定避難施設に避難！

街灯の倒壊に
注意！
街灯の倒壊に
注意！

避難が間に合わないときは

緊急一時退避施設に！

避難が間に合わないときは

緊急一時退避施設に！

の り し ろ

の り し ろ

の

り

し

ろ

の

り

し

ろ

これは記入サンプルです。
皆さんで話し合い、独自のハンドブックを

作成してみましょう！

の り し ろ

の り し ろ

の

り

し

ろ

の

り

し

ろ

〔ハザードマップ冊子〕

ハザードマップ冊子に
貼っておく！

《活用イメージ》

〔記入様式〕

※話し合った結果を
　まとめる

- 17 - - 18 -



緊急連絡先

美幸 2丁目88番地
☎(0145)42 - 2411

住所／電話番号

役
　
場

消
　
防

鵡川
地区 むかわ町役場

穂別 2 - 1
☎(0145)45 - 2111

☎(0145)42 - 3144町防災行政無線放送の
再確認ダイヤル

穂別
地区 穂別総合支所

駒場221番地
☎(0145)42 - 2119

鵡川
地区 鵡 川 支 署

穂別29 - 5
☎(0145)45 - 2244

穂別
地区 穂 別 支 署

緊急連絡先

花園 3 - 21
☎(0145)42 - 2042

住所／電話番号

警
　
察

医
療
機
関

鵡川
地区 鵡 川 交 番

穂別29 - 26
☎(0145)45 - 2251

穂別
地区 穂 別 駐 在 所

美幸 1 - 86
☎(0145)42 - 2033

鵡川
地区 鵡川厚生病院

花園 2 - 86
☎(0145)42 - 2025

鵡川
地区 たんぽぽクリニック

穂別81 - 8
☎(0145)45 - 2121

詳細は下記に
説明があります

火事・救急は

119番

警察は

110番

災害用伝言ダイヤルは

171番

穂別
地区 穂 別 診 療 所

　大規模な災害発生時は、通話が集中し電話がかか
りにくい状況になります。そのような時には「災害用伝
言ダイヤル」が開設され、被災地の方が安否情報を録
音したり、ほかの地域の方が録音したメッセージを聞
くことや被災地へのメッセージを送ることもできます。

「１７１」にダイヤル

インターネットによる災害関係情報の提供

伝言を録音するとき
ガイダンスに従い
「１」をダイヤル

自分の電話番号を
市外局番からダイヤル

伝言を録音
（30秒以内）

伝言を再生するとき

相手の電話番号を
市外局番からダイヤル

伝言を聞く
（新しい伝言から再生）

ガイダンスに従い
「２」をダイヤル

　電話がかかりにくい状況でも、インターネットに
接続可能であれば、パソコンや携帯
電話で利用できるのが「web171」
です。なお、登録された伝言は48時
間保存されます。

▶日頃から災害や防災関係に気をつけましょう。
　みなさんに必要な情報は下記のウェブサイトか
ら入手できます。

災害用ブロードバンド
伝言板は web171

171番
災害用伝言ダイヤルは
※携帯電話やPHSでの利用も可能です。

私たちの防災メモ

•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）
•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）

体験利用
提 供 日

災害用伝言ダイヤル・災害用伝言板は、
利用方法を事前に覚えるため、体験利用できます。

むかわ町 検索

むかわ町役場
 【むかわ町】

北海道防災情報 検索

道内災害情報全般
 【北海道】

防災情報提供センター 検索

災害情報全般
 【国土交通省】

気象庁 検索

地震・津波等の気象情報
 【国土交通省】
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