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１ 災害の種類とそれぞれの避難行動

土砂災害は予測が難しい災害です。大雨等に関する情報に注意し、早めに避難しましょう。
１ 土砂災害の原因

土砂災害とは、
斜面が崩れ落ちるなどの災害で、
その最も大きな原因は雨です。
一般的な目安として、連続雨量で 100ｍｍ以上の雨になったら要注意です。
また、弱い雨でも長時間降り続くと、土砂災害の危険性が高まります。
２ 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）とは
土砂災害警戒区域は、土砂災害防止法に基づき、
「土砂災害が発生した場合に、生命又は
身体に危害が生じるおそれのある区域」として、福岡県が指定します。危険度に応じて、
「土
砂災害警戒区域（イエローゾーン）
」と「土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）
」があり、
福岡県ホームページや本市校区版ハザードマップで確認することができます。
八幡西区には、令和２年７月時点で、土砂災害警戒区域（イエローゾーン）が 185 箇所、
土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）が 170 箇所存在し、その区域内にはそれぞれ約 2,520
戸、約 660 戸の家屋が建っています。

福岡県ホーム
ページ

３ 土砂災害の危険性を知るための情報（警戒レベル相当情報）
大雨等により土砂災害の危険性が高まったときに、気象庁から次のとおり発表されます。
大雨注意報 大雨警報（土砂災害） 土砂災害警戒情報

大雨特別警報（土砂災害）

※ 気象庁のホームページやテレビなどでご確認ください。 12 頁参照
さらに詳しく！ 大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッシュ情報）
土砂災害警戒情報を補足する情報です。
１ｋｍ四方の領域（メッシュ）ごとに、土砂災害発生の危険度を５
段階に判定した結果を５色で示しています。
うすい紫色及び濃い紫色のメッシュ内の土砂災害警戒区域等では、
生命や身体に危害を及ぼす土砂災害が発生してもおかしくない非常
に危険な状態となっています。16 頁参照
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４ 自らの命は自ら守るために（豪雨時や台風時の避難行動判定フロー）

※ハザードマップは浸水や土砂災害が発生するおそれの高い区域を
着色した地図です。しかし、ハザードマップは絶対ではなく、想定
を超える災害時など、着色されていないところでも災害が起こる可
能性がありますので、注意が必要です。

レッドゾーン・イエローゾーン

・崩れそうな崖の下 など
浸水の危険があっても、
自宅等が下記の 3点を満たす場
合は、自宅等に留まり安全確保をすることも可能です。
①洪水により家屋が倒壊又は崩落してしまうおそれの
高い区域の外側にある
想定される浸水の深さよりも高い場所にある
③浸水しても水がひくまで我慢できる、水・食糧などの
備えが十分にある

安全な場所なら、
そこで待機しましょう！
「難」を「避」ける。それが避難です！

官兵衛タン,八幡西

※土砂災害の危険があっても、
十分堅牢なマンション
等の上層階に住んでいる場合は自宅に留まり安全
確保することも可能です。

警戒レベルの説明は、

※指定緊急避難場所とは、北九州市では「予定避難所」などを指します。

警戒レベル３・４の避難情報が土砂災害のおそれのある地域に出ますので、ご確認を！

頁をご覧ください。

１１

５ 逃げ遅れた場合は、命を守る行動を！

■高くて頑丈な建物に逃げ込む
■より高いところで、かつ斜面から離れた部屋で待機する
■避難所に限らず、近くの安全な場所に行く
命を守るポイント 予兆現象にも注意
小石が落ちる、地面にひび割れ、地鳴り、木の根のちぎ
れる音、ものの腐ったにおいがする など
６ 八幡西区において、土砂災害のおそれがある場合に開設する避難所
※開設する避難所は変更になる可能性があります。
13 頁〜15 頁のとおりですのでご確認ください。
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１ 災害の種類とそれぞれの避難行動

浸水する場所を事前に把握し、浸水する前に情報を有効に活用して、避難しましょう。
１ 河川氾濫（外水氾濫）とは

河川氾濫（外水氾濫）とは、河川から水が溢れて、家
屋や田畑が浸水することを言います。
家屋でさえ破壊する

河川氾濫（外水氾濫）

ほどのエネルギーで一気に押し寄せてくるため、
河川に近
い場所では注意が必要です。
※ 遠賀川、黒川、笹尾川、金山川については、国・県の
ホームページにおいて想定最大規模（概ね 1000 年以上
に一度の確率）の降雨により家屋倒壊や護岸浸食等をも
たらす氾濫の発生が想定される区域（浸水想定区域）が公
表されています。
※ 割子川、撥川、金手川、新々堀
川については、気象庁が洪水発生
の危険度を５段階に判定した結果
を色分けして表示しています。
（洪水警報の危険度分布）

洪水警報の危険度分布

浸水想定区域は、想定しうる最大規模の降雨（概ね 1000 年以上に一度の確率）や河川整
備の目標とする降雨（数十年から数百年に一度の確率）により、河川が氾濫した場合に浸水
が想定される区域です。洪水が発生した場合、経済上重大な損害がある河川（遠賀川、江川、
黒川、笹尾川、金剛川、金山川）において、公表されています。
この他の中小河川においても、大きな河川に比べると、短時間で雨水が河川に流れ込み、
急激に水位が上昇する傾向があるため注意が必要です。
２ 河川氾濫（外水氾濫）とは 〜 各地区の河川について

八幡西区には多数の河川が存在しており、地区ごとに注意すべき災害リスクが異なります。
各地区の河川の状況については、次のとおりです。
黒崎地区
撥川は、気象庁の「洪水警報の危険度分布」
（５頁の４）にお
いて、洪水警報等が発表されたときに、危険度が高まっている地
域を確認することができます。
折尾地区
遠賀川は、国土交通省が管理する河川で、水防法に基づき、洪水予報河川に指定されてお
り、国と気象庁が共同して予報を発表するとともに、国が浸水想定区域を公表しています。
その浸水想定区域は、次の２種類があります。
①想定最大規模降雨（12 時間総雨量 592ｍｍ）による浸水想定
②河川整備の目標とする計画規模降雨（２日間の総雨量 405ｍｍ）による浸水想定
①については、国土交通省ホームページ及び本市ハザードマップにおいて、
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②については、国土交通省ホームページで確認できます。

国土交通省
ホームページ

このほか、金山川、江川についても、河川が氾濫した場合の浸水想定区域が公表されてい
ます。
また、金手川、新々堀川については、気象庁の「洪水警報の危険度分布」
（５頁の４）に
おいて、洪水警報等が発表されたときに、危険度が高まっている地域を確認することができ
ます。

遠賀川洪水ハザードマップ
【浅川校区自治区会】

金山川洪水ハザード
マップ（則松）

永犬丸・沖田地区
金山川は、福岡県が管理する河川であり、水防法に基づき、水位
周知河川に指定されており、避難判断の目安となる水位が周知され

遠賀川（江川含む）
洪水ハザードマップ

金山川洪水ハザードマップ
【八枝・永犬丸・
永犬丸西・中尾・
塔野小学校区
周辺地域】

ているほか、福岡県が浸水想定区域を公表しています。その浸水想
定区域（洪水ハザードマップ）は、次の２種類があります。
①想定最大規模降雨（３時間の総雨量 365ｍｍ）による浸水
想定区域 （通称：Ｌ２想定 ※Ｌはレベルの略）

②河川整備の目標とする計画規模降雨（１日の総雨量 236ｍｍ）
による浸水想定区域 （通称：Ｌ１想定）
①については、福岡県ホームページ及び本市ハザード
マップにおいて、②については、福岡県ホームページ
で確認することができます。
上津役地区
金山川は、
「永犬丸・沖田地区」に記しているとお
り、福岡県が浸水想定区域を公表しています。
福岡県ホームページ及び本市ハザードマップで、
確

福岡県
ホームページ

金山川洪水ハザードマップ
【八児・大原
小学校区
周辺地域】

認できます。
割子川は、気象庁の「洪水警報の危険度分布」
（５
頁の４）で、洪水警報等が発表されたときに、危険
度が高まっている地域を確認することができます。
八幡南地区
遠賀川は、
「折尾地区」に記しているとおり、国土交
通省が浸水想定区域を公表しています。
黒川は、遠賀川合流点から三条橋までの区間を、

遠賀川洪水ハザードマップ
【木屋瀬・木屋瀬
東・星ヶ丘自治
区会】

笹尾川は、遠賀川合流点から四郎丸橋までの区間を、
国土交通省が管理しており、その上流は福岡県が管
理しています。
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黒川、笹尾川の国管理区間においては、国が次の２種類の浸水想定区域を公表しています。
①想定最大規模降雨（12 時間の総雨量 592ｍｍ）による浸水想定
②河川整備の目標とする計画規模降雨（２日の総雨量 405ｍｍ）による浸水想定
①については、国土交通省ホームページ及び本市ハザードマップにおいて、
②については、国土交通省ホームページ（３頁の２）で確認できます。
また、笹尾川、金剛川については、福岡県が管理する区間について、北九州市が河川改修
を進めています。この区間については、本市が浸水想定を行い、平成 27 年６月発行「防災
ガイドブック」に浸水想定区域を掲載しています。
３ 内水氾濫とは 〜 アンダーパス、くぼ地、水路横の低地 など
内水氾濫による浸水は、くぼ地において雨水が排水できず

内水氾濫

に発生します。局所的な低地や急勾配な場所などでは流れが
速くなるおそれがあり、浸水深が浅くても危険な場合があり
ます。
特に都市化された地域は低地が多く、平成 25 年７月３日
の大雨の際は、黒崎駅前一帯が一時的に浸水しました。
また、北九州市では道路交通の安全性の確保、円滑化を目
的にアンダーパスを設置しており、八幡西区にも存在してい
ます。
（北九州市管理のアンダーパスは６箇所）
アンダーパスは、地形的に雨水が集中しやすい構造となって
おり、
通常の降雨時には集まった雨水をポンプ設備などで外部に
排出しています。
しかし、近年増加傾向にある狭い範囲で短時間に大量の雨を

冠水状況事例「アンダーパス」

もたらす「ゲリラ豪雨」などに見舞われると、周囲から大量の雨
水の流入もあり、
ポンプ設備などの排水施設では処理できなくな
ります。
そこで、北九州市では冠水事故を防止するため、アンダーパス
には、
「冠水警報装置」
、
「注意喚起看板」
、
「水深標示」
、
「路面標
示」及び「地点名称板」を設置しています。

「注意喚起看板」の設置状況

４ 洪水の危険性を知るための情報（警戒レベル相当情報）
大雨により洪水や浸水災害のおそれがある場合、気象庁から次のとおり発表されます。
大雨注意報・洪水注意報

大雨警報（浸水害）
・洪水警報

大雨特別警報（浸水害）

※ 気象庁のホームページやテレビなどでご確認ください。 12 頁参照
さらに詳しく！ 洪水警報の危険度分布・大雨警報（浸水害）の危険度分布
気象庁から市町村単位の警戒レベル
相当情報（洪水警報など）が出された
ら、お住まいの地域の状況が詳細にわ
かる情報（危険度分布）を確認してく
ださい。
うすい紫色及び濃い紫色は危険度が
高いことを示しています。16 頁参照
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５ 自らの命は自ら守るために（豪雨時や台風時の避難行動判定フロー）

※ハザードマップは浸水や土砂災害が発生するおそれの高い区域を
着色した地図です。しかし、ハザードマップは絶対ではなく、想定
を超える災害時など、着色されていないところでも災害が起こる可
能性がありますので、注意が必要です。

洪水浸水想定区域

・過去家の中に水が入ってきた など
浸水の危険があっても、
自宅等が下記の 3点を満たす場
合は、自宅等に留まり安全確保をすることも可能です。
①洪水により家屋が倒壊又は崩落してしまうおそれの
高い区域の外側にある
想定される浸水の深さよりも高い場所にある
③浸水しても水がひくまで我慢できる、水・食糧などの
備えが十分にある

安全な場所なら、
そこで待機しましょう！
「難」を「避」ける。それが避難です！

官兵衛タン,八幡西

※土砂災害の危険があっても、
十分堅牢なマンション
等の上層階に住んでいる場合は自宅に留まり安全
確保することも可能です。

警戒レベルの説明は、

４ 逃げ遅れた場合は、命を守る行動を！

※指定緊急避難場所とは、北九州市では「予定避難所」などを指します。

警戒レベル３・４の避難情報が氾濫のおそれのある河川の周辺地域に出ますので、ご確認を！

頁をご覧ください。

１１

６ 逃げ遅れた場合は、命を守る行動を！

■高い建物や高い場所に逃げる
■自宅の高いところで待機する
■避難所に限らず、近くの安全な場所に行く
命を守るポイント 普段では気付かない危険
・道路上のマンホールが外れている
・浅く見えるけど、水の流れが速く流される
・地下に水が流れ込む など
７ 八幡西区において、洪水（外水氾濫）のおそれがある場合に開設する避難所
※開設する避難所は変更になる可能性があります。
13 頁〜15 頁のとおりですのでご確認ください。
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１ 災害の種類とそれぞれの避難行動

台風は様々な災害を引き起こします。風が強くなる前に、適切な避難行動をとりましょう。
１ 台風とは

台風とは、
熱帯の海上で発生した低気圧
（熱帯低気圧）
のうち、
最大風速が 17.2ｍ/ｓ以上となったものを「台風」と呼びます。
令和２年台風第 10 号の際には、９月５日時点の気象庁の発表
では、特別警報級（伊勢湾台風級（中心気圧 930ｈｐａ以下又は
最大風速 50ｍ/ｓ以上）の台風など）の勢力を維持したまま九州
に上陸するおそれがあるとされていたため、北九州市は高潮、土
砂災害、河川氾濫等を警戒し、緊急的な措置として、多くの避難

令和元年台風第19号画像 気象庁ＨＰより

所を一斉開設しました。
（八幡西区は合計 48 施設を避難所として開設）
２ 台風による被害

（１）雨
令和元年台風第 19 号（令和元年東日本台風）では、関東の１都 12 県 309 市区町村に
大雨特別警報が発表され、国及び県管理河川において 140 箇所が決壊する等、同時多発
的かつ広範囲に甚大な被害が発生しました。
（２）暴風
風が強くなると、避難
が困難になるとともに、
家屋等に被害が生じま
す。

（３）高潮
高潮とは、
台風など強い低気圧が来襲すると、
波が高くなると同時に次の理由により、
海面の水位が上昇する現象で、広範囲での浸水のおそれが生じます。

①気圧による海面上昇（吸い上げ）
台風接近により気圧が 950ｈｐａに
なると、海面は約 50ｃｍ上昇します。
気圧が１ｈｐａ低下 → 約１ｃｍ海面上昇
②風で押し寄せる波（吹き寄せ）
強い風で海水が海岸に吹き寄せられて、
海面が上昇します。
③満潮時間との重なり
夏から秋にかけては、潮位が最も高い時期
なので、満潮時間にも注意が必要です。
平成 27 年５月に一部改正された「水防法」に基づき、福岡県は高潮浸水想定区域を公
表しました。八幡西区でも２つの想定の台風（930ｈｐａ、900ｈｐａ）接近時の高潮浸
水想定区域が示されました。
（高潮ハザードマップ参照）
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３ 自らの命は自ら守るために（豪雨時や台風時の避難行動判定フロー）

※ハザードマップは浸水や土砂災害が発生するおそれの高い区域を
着色した地図です。しかし、ハザードマップは絶対ではなく、想定
を超える災害時など、着色されていないところでも災害が起こる可
能性がありますので、注意が必要です。

家がある場所に色が塗られていますか？

・レッドゾーン・イエローゾーン
・洪水浸水想定区域
・高潮浸水想定区域
はい

安全な場所なら、
そこで待機しましょう！
「難」を「避」ける。それが避難です！
官兵衛タン,八幡西

・家が老朽化して壊れそう など
浸水の危険があっても、
自宅等が下記の 3点を満たす場
合は、自宅等に留まり安全確保をすることも可能です。
①洪水により家屋が倒壊又は崩落してしまうおそれの
高い区域の外側にある
想定される浸水の深さよりも高い場所にある
③浸水しても水がひくまで我慢できる、水・食糧などの
備えが十分にある
※土砂災害の危険があっても、
十分堅牢なマンション
等の上層階に住んでいる場合は自宅に留まり安全
確保することも可能です。
※自宅の窓ガラスから離れた
場所で待機しましょう。

警戒レベルの説明は、

※指定緊急避難場所とは、北九州市では「予定避難所」などを指します。

警戒レベル３・４の避難情報がそれぞれ被害のおそれのある地域に、
又はすべての災害のおそれのある地域に出ますので、ご確認を！

頁をご覧ください。

１１

４ 逃げ遅れた場合は、命を守る行動を！

■高い建物や高い場所に逃げる
■自宅の高いところで待機する
■避難所に限らず、近くの安全な場所に行く
命を守るポイント 台風接近時の注意点
台風接近時には、強風により、屋外に出て
避難することが危険なことがあります。
５ 八幡西区において、土砂・洪水・高潮災害のおそれがある場合に開設する避難所
※開設する避難所は変更になる可能性があります。
13 頁〜15 頁のとおりですのでご確認ください。
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１ 災害の種類とそれぞれの避難行動

地震による被害を減らすためは、各家庭における事前の対策が重要です。
１ 活断層による地震

平成 24 年の福岡県の調査によると、市内を通る活断層によ
る地震が起こった場合、市内で最大震度６弱（一部６強）の揺
れが想定されており、地震による市内の死傷者は最大で、4,000
人以上にのぼると予測されています。
今後 30 年以内の発生確率は極めて低いとされていますが、
大
地震はどこでも起こりうると考えて備えてください。

２ プレート境界で起こる地震

日本周辺では、海のプレートが沈み込むときに陸のプレ
ートを地下へ引きずり込んでいきます。陸のプレートが引
きずりに耐えられなくなり、跳ね上げられるように起こる
のが、プレート境界の地震です。
プレート境界の地震として、南海トラフで巨大地震の発
生が懸念されており、国の検討会（南海トラフの巨大地震
モデル検討会（内閣府設置）
）によると、市内では最大で震
度５弱〜５強の地震が想定されています。
南海トラフでの地震発生確率：３０年以内に、７０％〜８０％
地震調査研究推進本部事務局HP より

３ 津波
津波とは、海底で発生する地震に伴う海底地盤の隆起・沈降などにより、この周辺の海水
が上下に変動することによって、引き起こされるものです。
福岡県は、津波防災地域づくり法に基づいて公表した最大クラスの津波による浸水想定を
基に、平成 29 年２月に津波ハザードマップを作成しました。八幡西区では、洞海湾西側の
一部地域に津波が到達するとされています。
（津波ハザードマップ参照）
４ 自らの命は自ら守るために（事前の備え）
大地震が発生したときには「家具は必ず倒れるも
の」と考えて、転倒防止対策を講じておく必要があ
ります。
■ 家具が転倒しないよう、家具は壁に固定しまし
ょう。寝室や子ども部屋には、できるだけ家具を
置かないようにしましょう。
■ 置く場合も、なるべく背の低い家具にするとと
もに、倒れた時に出入り口をふさいだりしないよ
う、家具の向きや配置を工夫しましょう。
■ 手の届くところに、懐中電灯やスリッパ、ホイ
ッスルを備えておきましょう。
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出典：首相官邸ホームページ

５ 自らの命は自ら守るために（地震が発生したら）
■ 緊急地震速報を聞いた時や突然大きな揺れに襲わ
れたときは、まずは自分の身を安全に守れるように
心がけましょう。
■ 戸を開けて、出入り口の確保をしましょう。
■ 棚や棚に乗せてあるもの、テレビなどが落ちてき
たりするので、テーブルの下などに避難し、揺れが
収まるのを待ちましょう。
■ 慌てて戸外に飛び出さないようにしましょう。

出典：総務省消防庁ホームページ

６ 大地震などの際の避難所の開設
大地震など、突発的に発生する災害の場合、区役所からの連絡が遅れることが考えられま
す。その場合、施設管理者等（避難所の鍵を持っている人）は可能な限り、区役所からの連
絡を待たずに施設の解錠を行い、区役所へ報告してください。
区役所から派遣される職員の到着が遅れる場合、施設管理者や避難者を含む地域住民等は、
協力して避難所施設の安全確認をできる範囲で行ってください。一見して危険と判断できる
場合は、近隣の避難所へ移動するとともに、区役所へ連絡してください。
（北九州市 大規
模災害時の避難所運営マニュアルより引用）

避難所として開設しなかったことが被害を未然に防ぐことにつながった事例

７ 八幡西区において、地震があった場合に開設する避難所
八幡西区の予定避難所で、地震に適応する施設の中から、避難者数や施設の安全確認状
況を踏まえ、状況に応じて開設します。
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１ 避難情報（警戒レベル）と対象になる地域
住民の皆さんが災害発生の危険度を直感的に理解し、的確に避難行動ができるようにする
ため、避難に関する情報などを５段階の「警戒レベル」を用いて伝えています。
レベル１・２は、気象庁から大雨注意報等が発表され、避難の準備を行う状況です。
レベル３〜５は、市が「避難準備・高齢者等避難開始」
「避難勧告」
「避難指示（緊急）
」
の避難情報を発令し、その状況に応じた避難行動を行う状況です。
北九州市が八幡西区のどの地域に避難情報を発令するのか
■土砂災害のおそれがある場合

土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域（その周辺地域含む）
・その他
■遠賀川、笹尾川、黒川、金山川、江川において河川氾濫のおそれがある場合
各河川の浸水想定区域
■台風による高潮災害のおそれがある場合
高潮浸水想定区域
※その他の災害が発生するおそれがある地域や被害が拡大するおそれのある地域等に

自 宅が安全 か確認 を！

２ 避難のための情報と避難所、避難のための準備

適切な避難行動をとるためには、発表される情報の意味を理解することが大切です。

対して、状況に応じて避難情報を発令することもあります。
ハザードマップを活用し、自宅の災害リスクを確認した上で、避難の必要があるかない
かを確認しましょう。
そして、避難情報を受けとる手段をあらかじめ決めて、
適切な避難行動をとりましょう。

どの地域に？

どうやって受け取る？

河川において、決壊
や越水、溢水が発生
した場合 など
・エリアメール
・緊急速報メール
土砂災害のおそれの
ある地域
河川氾濫のおそれの
ある地域

・市ホームページ
・防災アプリ
・登録制メール
・テレビのテロップ
など

台風による高潮の
おそれのある地域

テレビ・ラジオなど
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２ 住民が自ら行動をとる際の判断に参考となる防災気象情報（警戒レベル相当情報）
災害発生のおそれがある場合、北九州市が避難情報（警戒レベル）を発令しますが、国や
都道府県が発表する「警戒レベル相当情報」もあります。
「警戒レベル相当情報」は、国土交通省、気象庁、都道府県等が発表する防災気象情報に
付されるもので、住民の皆さんが主体的に避難行動等を判断するための参考となる情報です。
住民が自ら行動をとる際の判断に参考となる情報
警戒

住民が

レベル

とるべき行動

住民に行動を促す

（警戒レベル相当情報）

情報

防災気象情報（気象庁等が発表）

避難情報等
既に災害発生。

５

命を守るための最

災害発生情報

土砂

洪水

高潮

大雨特別警報（土砂災

氾濫発生情報（遠賀川）

害）

大雨特別警報（浸水害）

土砂災害警戒情報

氾濫危険情報（遠賀川）

高潮特別警報

土砂災害に関するメッ

洪水警報の危険度分布（非常

高潮警報

シュ情報※１

に危険）※２

大雨警報（土砂災害）

氾濫警戒情報（遠賀川）

土砂災害に関するメッ

洪水警報

シュ情報※１

洪水警報の危険度分布（警

善の行動をとる

４

３

危険な場所から

避難勧告

全員避難

避難指示（緊急）

危険な場所から

避難準備・高齢者等

高齢者等は避難

避難開始

高潮注意報

戒）※２

２

１

避難に備え自らの

洪水注意報

避難行動を確認

大雨注意報

災害への心構えを

早期注意情報

高める

(警報級の可能性)

土砂災害に関するメッ

氾濫注意情報（遠賀川）

シュ情報※１

洪水警報の危険度分布（注
意）※２

※１については１頁の３、※２については５頁の４で説明しています。
３ 気象庁が発表する気象警報・注意報などの情報の意味
気象庁からは警報などが発表されますので、それぞれの情報の意味を理解しましょう。
※色分けは、主に土砂、洪水、台風に関係するものを表しています。
早期注意情報
５日先までの期間に警報を発表する可能性を「高」
「中」で発表するもので、警報が
発表される可能性を事前に確認することで、心構えを高めることができる情報です。
気象庁が発表する注意報
（大雨注意報、洪水注意報、強風注意報、高潮注意報）
災害が発生するおそれがあるときに発表されます。
気象庁が発表する警報など
（大雨警報（土砂災害）
、大雨警報（浸水害）
、洪水警報、暴風警報、高潮警報）
重大な災害が発生するおそれがあるときに発表されます。

気象警報
注意報

（土砂災害警戒情報）
地域の雨量などを考慮して、さらに土砂災害の危険性が高まったときに発表されます。
気象庁が発表する特別警報
（大雨特別警報（土砂災害）
、大雨特別警報（浸水害）
、暴風特別警報、高潮特別警報）
重大な災害が発生する可能性が非常に高まっているときに発表されます。
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２ 避難のための情報と避難所、避難のための準備

避難とは避難所に行くことだけではありません。また避難所にも様々なルールがあります。
１ 避難について
避難とは「難」を「避ける」ことであり、安全な場所にいる人は避難
所に行く必要はありません。
災害のリスクが低い場合は、２階以上の部屋など安全な場所に避難す
ることも難を避けることになります。
また、
避難先は市が開設する避難所だけではありません。
安全な場所
（親
戚や知人宅など）に避難することも考えましょう。
２ 市が開設する避難所と開設の考え方
八幡西区では 124 施設（令和２年 11 月現在）を予定避難所（避
難所としての利用を予定している施設等）として指定しています
が、各施設は通常学校など本来の目的で使用しているため、常に
避難所として開設・利用できる訳ではありません。
また、災害の種類によっては、使用できない避難所もあります。
（ハザードマップ等において、避難所ごとに記載されている「適
応災害種別」をご確認ください。
）
このため、災害発生のおそれがある場合に、災害の
種類と規模、収容人員や設備状況などを踏まえ、新型
コロナウイルス感染症対策等を行ったうえで、適切な

あくまでも 予定 ですので、
開設しているか確認を！！

施設を避難所として開設します。
開設の考え方

官兵衛タン,八幡西

・災害の規模によって、段階的な避難所の開設を予定しています。
・実際の災害時には、正式に開設ができる避難所について、避難情報発令時（11 頁）に市
ホームページ等でお知らせしますので、災害ごとにその都度ご確認ください。
３ 土砂、洪水、高潮災害発生のおそれがある場合に警戒レベルごとに開設予定の避難所
八幡西区では、避難情報を発令した際に開設する避難所を次のとおり計画しています。
ご確認いただき、自らの避難行動について、18 頁の「マイ・タイムライン（避難行動計
画）
」などを使用して検討しておいてください。
警戒レベル３（避難準備・高齢者等避難開始）
ア 土砂災害のおそれがある場合 例： 土砂
土砂災害警戒区域等が含まれる校区内の市民センター等を開設
イ 河川氾濫（遠賀川、笹尾川、黒川、江川、金山川）のおそれがある場合 例： 〇〇川
浸水想定区域が含まれる校区内又はその近隣の市民センター等を開設
ウ 高潮災害のおそれがある場合 例： 高潮
浸水想定区域が含まれる校区内又はその近隣の市民センター等を開設
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警戒レベル３のときの開設避難所（予定）一覧表

※令和２年１１月現在の情報ですので、
最新の情報を必ず確認してください。

土砂
土砂

高潮

土砂

金山川の L2想定

土砂

の降雨の場合に

土砂

開設予定
※４頁参照

高潮
高潮
土砂

高潮

土砂

Ｌ２金山川

土砂
土砂

Ｌ２金山川

土砂

Ｌ２金山川

土砂

Ｌ２金山川

土砂
土砂

金山川

Ｌ２金山川

Ｌ２金山川
土砂

Ｌ２金山川

土砂

高潮

土砂

高潮

土砂
高潮
土砂
土砂
土砂

高潮
遠賀川 江川

高潮

黒川

土砂
土砂

黒川

土砂

遠賀川

黒川

遠賀川

黒川

笹尾川

遠賀川

黒川

笹尾川

笹尾川

遠賀川 笹尾川
土砂

遠賀川 笹尾川

高潮
高潮
Ｌ２金山川

については、降雨の状況に応じて「中尾小学校」
、
「則松東公民館」も開設します。

千代市民センターについては、令和２年 11月中旬〜令和３年３月末頃まで改修工事のため、千代
中学校を代替施設として開設します。
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警戒レベル４・５ 【避難勧告

避難指示（緊急）

災害発生情報】

気象状況によって、被害が拡大するおそれがある場合等において、想定される避難者数を踏
まえ、近隣の小中学校（体育館など）等を開設します。
避難所に行く前には必ず確認してください！！
※改修工事等の施設状況により、計画上開設予定の避難所でも開設できない場合があります。
※実際の災害時には、正式に開設ができる避難所について、避難情報発令時（11 頁）に市ホ
ームページ等でお知らせしますので、災害ごとにその都度ご確認ください。
４ 避難所利用に関するルール等について
（１）新型コロナウイルス感染症対策のため、マスク等の持参をお願いします。
（２）原則として、避難所に避難する際には、食料・飲料水は各自でご用意ください。
（３）毛布、座布団などは数に限りがあります。
（４）避難所の建物内はすべて禁酒・禁煙です。
（５）ペットは、原則として一般の居住スペースには入れません。各施設に必ず事前にご相談
ください。
（６）その他避難所についての疑問等については、八幡西区コミュニティ支援課（642−1337）
にご相談ください。
災害時における円滑な避難所運営ためのポイント
避難所では、災害時の緊張感の漂う雰囲気の中で、多数の市民の方が空間を共有することに
なります。その際に大切なのが、施設の担当者や避難者の間で、
「顔が見える関係」を構築し
ていることです。町内会に入って、地域のイベントや活動に参加して、地域の方々とコミュニ
ケーションをとりましょう。
５ コロナ禍における避難行動について（内閣府（防災担当）
・消防庁資料）
新型コロナウイルスの感染拡大への対応が急務
であり、避難所での感染拡大を防ぐ観点から、右
の資料のように、
・
「災害時には、危険な場所にいる人は避難するこ
とが原則」であること
・
「
「避難」とは「難」を「避」けることであり、
安全な場所にいる人は避難所に行く必要がない」
こと
・
「安全な親戚・知人宅も避難先となり得る」こと
などのポイントが内閣府と消防庁から示されま
した。
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１ 防災全般に関する情報
（１）防災アプリ「ハザードン」
いち早く災害に関する情報を入手することができるスマホ用
アプリです。
〇避難所情報（開設された避難所を色分け表示）
〇各種ハザードマップ等を公開
〇土砂災害や河川氾濫などの危険度分布の情報を配信 など

Ａｎｄｒｏｉｄ用

２ 避難のための情報と避難所、避難のための準備

自分に必要な情報を入手して、適切なタイミングで避難行動をとりましょう。

（２）防災情報北九州（北九州市の防災専用ホームページ）
北九州市が発表している防災に関する情報を集約していま
す。
防災情報北九州

防災情報北九州

PC 版

スマホ版

２ 土砂災害に関する情報
大雨警報（土砂災害の危険度分布）
（気象庁ホームページ）
※土砂災害警戒判定メッシュ情報

土砂災害の危険度を５段階に判定した結果を表示します。

大雨警報（土砂災害）
の危険度分布

３ 洪水（外水氾濫）や河川の状況に関する情報
川の防災情報（国土交通省ホームページ）
河川の水位情報やカメラ画像などの情報を配信しています。
川の防災情報

４ 雨に関する情報
（１）解析雨量・降雨短時間予報（気象庁ホームページ）
15 時間先までの降雨の予報が確認できます。
降水短時間予報

（２）土砂災害・浸水害・洪水危険度分布（気象庁ホームページ）
雨による災害発生の危険度の高まりについて把握できます。
警戒レベル相当情報が出されたら、確認してください。
紫色は危険度が高いことを示しています。
※メニューから「土砂災害」
、
「浸水害」にアクセスできます。

洪水警報の危険度分布
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２ 避難のための情報と避難所、避難のための準備

災害時には、必要なものが入手困難な状況が多く発生します。ぜひ各自で備えましょう。
１ 備えの目安

大規模な災害が発生した場合、次のようなことが考えられます。
■ 交通遮断等により、食料や物資の供給が途絶える。
■ 電気やガス、水道の供給が途絶える（停電、水道管の破損など）
。
■ 買占めにより、食料や物資が購入できない。
このような場合に備えて、３日分以上、できれば一週間程度の必要な物資等を備蓄しまし
ょう。
北九州市は、大規模災害に備え、予想される避難者数等を踏まえ、食料等を備蓄すると
ともに、民間企業と協定を締結し、避難者に物資を提供するための体制を構築しています
が、大規模災害時には大変な混乱が予想されますので、
「自らの命は自ら守る」ためにも備
蓄をお願いします。
２ 備える物資等の例
家族の人数や構成（子ども、高齢者、障害のある人など）に配慮しましょう。
避難生活を行う上で必要なもの
□食料（缶詰、お菓子など、電気やガスが使えない場合でも食べられるものを含む）
□飲料水（１日１人あたり３リットルが目安）

□懐中電灯

□ラップ（断水の時に、食器を汚さず使用可能 など）

□モバイルバッテリー

□トイレットペーパー

□簡易トイレ

□毛布、寝袋

など

新型コロナウイルス等感染症対策
□マスク

□手指消毒薬等衛生用品 □体温計 など

子どもがいる家庭の備え
□ミルク（キューブタイプ）

□使い捨て哺乳瓶

□抱っこひも

□携帯カトラリー（スプーン等）□離乳食

□子どもの靴

□お尻ふき

□携帯用お尻洗浄機 など

□ネックライト

女性の備え
□生理用品

□中身の見えないゴミ袋

□サニタリーショーツ

□防犯ブザー／ホイッスル など

高齢者がいる家庭の備え
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□大人用紙パンツ

□入れ歯

□杖

□デリケートゾーンの洗浄剤

□入れ歯用洗浄剤

□持病の薬

□補聴器

□男性用吸水パッド

□お薬手帳のコピー など

マイ・タイムライン（避難行動計画）
官兵衛タン, 幡

台風や大雨は気象情報などを活用すれば事前に予測できますので、その際の各
人の計画を立てておくことで、適切な避難行動につなげることができます！

ハザードマップでチェック

避難情報・防災気象情報の確認方法

□洪水浸水想定区域

□登録制メール

危険な場所からの避難行動

□自宅

（川の名称：
） □エリアメール・緊急速報メール
□土砂災害（特別）警戒区域 □インターネット

□知人宅など（マイ避難所）
□予定避難所

（ レッド ・ イエロー ）
□高潮浸水想定区域

□アプリ（登録・自動配信）
□テレビ

（①
（②

（900hpa・930hpa）
□その他の危険

□ラジオ
□その他

（

）

警戒レベル

気象庁等

からの情報

からの情報

分）
分）

緊急時の避難場所

（

北九州市

徒歩
徒歩

）
基本的事項

あなたの命を守る
避難行動計画

レベル１

□ お近くの地域の危険情報を

天気予報でお知
らせします。

把握
□ 避難情報・気象情報を確認

□ 避難について事前に検討
□ 避難場所の確認

レベル２

■大雨注意報

□ 携帯電話等の充電

■洪水注意報など

□ 自宅周辺の管理
□ 備蓄品のチェック

レベル３

●「避難準備・高齢者等避難
開始」発令

■（遠賀川）
氾濫警戒情報
■大雨警報

●「避難勧告」発令

レベル４

●「避難指示（緊急）
」発令

□避難情報の受信
□危険な場所から高齢者等（避
難に時間を要する人）は避難

■洪水警報など

□避難所の開設状況の確認

■（遠賀川）

□避難情報の受信

氾濫危険情報
■土砂災害警戒情報

■洪水警報など

□危険な場所から安全な場所
に全員避難
※車で避難する場合は注意が
必要です。

レベル５

●災害発生情報

■（遠賀川）
氾濫発生情報

□避難情報の受信
□命を守る最善の行動

■大雨特別警報など
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３ 町内会長として期待される役割

災害時には、防災の知識を身に付けた方のたった「ひと言」で命が救われることがあります。
１ 防災リーダーの役割
本市では平成７年の阪神・淡路大震災を教訓として、住民同士が協力し、災害に立ち向かう
ため、
平成９年から自治会を母体とした
「市民防災会」
という自主防災組織を結成しています。
その「市民防災会」の基盤となる町内会市民防災会で、町内会長などの代表となる方を「防
災委員」
、組長・班長を「防災推進委員」として、自主防災活動のリーダー「防災リーダー」
に位置付けることとしています。
平常時にすること（期待されること）
■ 日頃からの挨拶や声掛けなど地域住民とのコミュニケーション
■ 防火・防災講習会の企画や防災マップ作成、防災訓練の実施（初期消火訓練等）
■ 高齢者や障害のある人など災害時に援助が必要な方の把握と情報共有 など
非常時にすること（期待されること）
■ 情報の収集と連絡網による伝達や初期消火・避難誘導 ■ 負傷者の救出・救護など
平成 11 年６月 29 日の豪雨災害で広島市安佐南区の伴地区(ともちく)では、町内会長が、真夜中
地域住民に避難を呼びかけたそうです。直ぐに避難してくれない家も何件かありましたが、最後は
「町内会長を信じる」といって全戸が避難してくれました。避難所では、食事
が不足した事もありましたが、事情を説明し、リーダーが責任を持って不足す
る分を準備すると話したら、
「リーダーを信頼し、リーダーの言うとおりにす
る」と理解してもらえました。防災マップづくりでの要援護者(把握)のとき
も、避難説得のときも、避難所での食事不足のときも、いずれも 地域のリー
ダーが真摯に向き合い話をすること が重要な鍵でした。
自主防災組織づくりとその活動総務省消防庁消防大学校資料から引用

阪神淡路大震災や東日本大震災でも同様の話があります。
町内会長などから、ご高齢世帯などへひと声かけていただくことが大切です。
２ 防災リーダーの研修と研修テキスト
消防署や区役所の職員等が、防災リーダー研修テキスト（無料）を使用して、分かりやす
く研修（約６０分）を実施します。
研修項目
自主防災組織・防災リーダーの役割・避難所の開設運営等
お問合わせ
八幡西消防署予防課（622-0119）へお問い合わせください。

防災リーダー研修に参加して
災害に強い地域をつくりましょう！
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テキストは市ホームページ
に掲載しています。

３ 災害情報メール配信サービス
気象情報や避難勧告等の防災情報が配信されるサービスです。
事前に登録することで、希望する情報のメールが送信されてくるので、各種防災情報を迅速に収
集できますので、町内会長等の皆様は是非登録をお願いします。
名称
もらって安心災害情報配信サービス（北九州市）
概要
気象情報・避難情報・地震情報や消防車の出動等を電子メールで携帯電話やパ
ソコンに配信します。空メール送信による登録が必要です！！
アドレス

もらって安心
災害情報配信
サービス

e-kitakyushu@xpressmail.jp

リンクをクリックしたら「防災情
報北九州」のサイトに飛びます

登録すればこのようなメールが届きます。
配信を希望する種類も選ぶことができ、火事や
救急、救助の情報も得ることができます。

防災情報北九州にあるメニュー一覧
災害情報 避難情報 避難所マップ 避難所一覧 その他情報 【北九州市観測情報】 雨量情報
水位情報 危機管理型水位計・ダム ライブカメラ 【気象情報】ピンポイント予報 など
「もらって安心災害情報配信サービス」の登録以外の方法として、ＬＩＮＥで「北九州市の公式
アカウント」に友達申請を行うことによって、北九州市の市政情報や観光情報、防災情報等を受け
取ることができます。詳しくは「北九州市 SNS ポータル - 北九州市」で検索をお願いします。
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３ 町内会長として期待される役割

障害種別に対応した支援方法を知って、円滑な避難誘導などができるようになりましょう。
１ 『災害時障害者サポートマニュアル』を活用しよう！！
災害時や避難所では、障害のある人への配慮も必要となります。
しかし、
『災害の状況』や『障害』はさまざまです。
このため、北九州市では『災害時障害者サポートマニュアル』を作成し、
北九州市ホームページで公開しています。
（西部障害者福祉会館でも配布を
しています。
）
このマニュアルでは、
「支援するうえで注意すべき基本的事項」の他、
「災
害発生時や避難場所など、状況に応じたサポート方法」
、
「視覚障害や聴覚障
害など、障害種別に応じたサポート方法」について解説していますので、参
考にしてください。
２ 『ストラップ型ヘルプマーク・ヘルプカード』をご存知ですか！！
「ヘルプマーク」とは、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、

ストラップ型
ヘルプマーク

又は妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方が、
援助を得やすくなるよう作成されたマークです。
周りの人から支援や配慮を必要としている方には、
『ストラップ型ヘルプマーク』
や、ヘルプマークがデザインされた『ヘルプカード』を身につけている人もいます。
『ストラップ型ヘルプマーク』
『ヘルプカード』には、緊急連絡先、かかりつけ医、
その人の特性（どんなことが苦手か、こうしてもらえると安心、どういう支援が必要
か）などを記載することができるようになっています。

ヘルプカード

【災害時は、安全に避難するための支援をお願いします】
視覚や聴覚に障害があり状況把握が難しい方、肢体に障害があり自力での迅速な避
難が困難な方がいます。ご理解とご協力をお願いします。
デザインについて
『ヘルプマーク』は赤色の地に白色の『＋』
『 』でデザインされています。赤は「ヘ
ルプ＝普通の状態ではない」ことを発信し、ハートは相手に「ヘルプする気持ちをも
っていただく」という意味を含んでいます。
３ 身近な地域の社会資源を知ってください！！
八幡西区には『北九州市立西部障害者福祉会館』が黒崎コムシティ５階にあります。
『西部障害者福祉会館』は、障害のある人を対象とした様々な講座を開催したり、ボラン
ティアや地域社会との交流の場の提供を行っています。
また、併設されている『点字図書館』は視覚に障害のある人のための利用施設です。もう
ひとつ併設されている施設『北九州市立聴覚障害者情報センター』は、聴覚に障害のある人
のための利用施設で、手話通訳者の派遣、盲ろう者通訳ガイドヘルパーの派遣等を行ってい
ます。気軽にお立ち寄りください。
休館日や開館時間があります。また、台風等での急な休館もありますのであらかじめホー
ムページでご確認ください。
北九州市立西部障害者福祉会館
ＴＥＬ：０９３−６４５−１３００ ＦＡＸ：０９３−６４５−１６００
開館時間：９：３０〜２１：００（ただし日曜日は９：３０〜１８：００）
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休館日：火曜日・祝日・年末年始（ただし、祝日が火曜日の場合は次の日も休館）

１ 災害対応多言語コールセンターサービス

避難所には外国人の方も避難される場合があります。令和２年９月の台風第 10 号の際に
は、実際に数名の外国人の方が避難された避難所がありました。
そのような場合に、様々な言語に対応できるようにするため、北九州市では災害が起きた
とき、北九州市災害警戒本部又は災害対策本部の設置時から閉鎖時まで、24 時間対応可能
な電話通訳サービスを提供しています。
（災害が起きていないときは、使えません）

３ 町内会長として期待される役割

災害時に外国人を支援するサービスがありますので、その方法を理解しておきましょう。

２ サービスの使い方
（１）北九州市専用のフリーダイヤル（0120-803-864）に電話をかけてください。
（２）電話先の通訳スタッフと、状況や外国人の言語に合わせやりとりを行います。

３ 話せる言葉
■日本語

■英語

■中国語

■韓国語

■ベトナム語

■ネパール語

■タガログ語（フィリピン）

■インドネシア語

■タイ語

■ポルトガル語

■スペイン語

■フランス語

■イタリア語

■ドイツ語

■ロシア語

■マレー語

■モンゴル語

■クメール語

■ミャンマー語

■シンハラ語（スリランカ）
２０言語
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４ ま と め

ご家庭や地域で取り組んでいただきたいこと
ポイント１ 「自らの命は自ら守る」ための行動と知識を
身につけましょう（自助）
。
①

住んでいる地域の災害リスクを把握しましょう。
別添のハザードマップ集で確認してください。
（災害は、想定を超える可能性があることも忘れないでください。
）

②

避難についての理解を深めましょう。
避難情報と防災気象情報の違いを知りましょう。
開設する施設など避難所に関する知識を学びましょう。

③

「避難行動判定フロー」を使って、自分の避難行動を考えてみましょう。
安全な場所の場合は、その場に留まりましょう。
「知人宅等への避難」
、
「避難所への避難」、
「上階への垂直避難」
など状況に応じた避難を学びましょう。

④

災害に備えましょう。
命を守るための情報収集を行いましょう。
携行品や食料などの備蓄を準備しましょう。
自分の行動（マイ・タイムライン（避難行動計画）
）を考えましょう。

ポイント２ 「地域で助け合う」ための意識を育みましょう（共助）
。
⑤

町内会長として期待される役割を知りましょう。
期待される役割を理解していただくとともに、
日頃から挨拶や声掛けなど地域の皆さんと

詳細・お申込みは
こちらから

コミュニケーションをとりましょう。

⑥

町内会に入りましょう！
阪神・淡路大震災では、地震によって倒壊した
建物から救出され生き延びることができた人の
８割が、家族や近所の方によって救出されました。
（防災白書より）
町内会に入って、各地域で「顔の見える関係」を
つくり、災害に強いまちづくりをしましょう。
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