
　これから10月にかけては出水期にあたり、近年は各地で毎年のように大雨や洪水、
土砂災害による甚大な被害が発生しています。
　「防災の日」を機にもう一度、災害時の避難について確認し、素早い行動を心掛け
ましょう。

大雨・洪水時の避難の心構え
・ むやみに外に出ず、川や用水路、海、山やがけの
近くなどの危険な場所に近寄らないようにしまし
ょう。

・避難情報が出たら、速やかに避難しましょう。
・ 高齢者・身体の不自由な方がいる場合は、早めに
避難しましょう。

・ 避難の際は、履物や足元に注意しましょう（長靴
は水が入ると動きにくくなるため、スニーカーを
履きましょう）。

・ 濁った水で足元が見えないため、マンホールや水
路に落下しないよう、長い棒やストックで足元を
確認しながら歩きましょう。

・ 避難の際は、水の深さに注意しましょう（20cm
～50cmの水の深さがあると歩くことも難しいの
で、避難が難しい場合は、無理をせず、救援を待
ちましょう）。

・ 避難場所への移動が困難な場合は、自宅や近くの
建物の２階より上へ避難しましょう。

・ 夜間に降り出した雨などで避難が遅れた場合も、
屋内での安全を確保しましょう。

・ 避難先は、小中学校・公民館だけではありません。
安全な親戚・知人宅に避難することも考えてみま
しょう。

土砂災害時の心構え

・ 事前に近くの土砂災害危険箇所（土石流、地すべ
り、急傾斜地の崩壊が発生するおそれのある箇
所）を確認しておきましょう。

・ 雨がいつもより強いと感じたら気象情報を確認
しましょう。

・ 気象情報をチェックし、早めに避難しましょう
（大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報が発表
されたら、危険区域の外へ素早く避難しましょ
う）。

・ 避難時は、速やかに避難場所や安全な場所へ避
難しましょう。

・ 避難場所への移動が困難な場合は、近くにある
頑丈な建物の２階以上へ避難しましょう。

土砂災害の予兆として

がけ崩れ 斜面から水が湧き出す／斜面から音がす
る／斜面から何かが落ちてくる

地すべり
木が傾く／木の根が切れる音がする／地
面に亀裂や段差が生じる／地面が揺れる
／地鳴りや山鳴りがする

土 石 流
流れる水が異常に濁っている／流木が流
れてくる／地鳴りや土臭い臭いがする／
渓流の水位が急に減少する

＊参考資料…青森県防災ハンドブック「あおもりおまもり手帳」

＊各種の情報は、警戒レベル１～５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。

警戒レベル 避　難　行　動　等 避 難 情 報 等

警戒レベル５ 既に災害が発生している状況です。
命を守るための最善の行動をとりましょう。

災害発生情報
＊ 実際に災害が発生していること
を把握した場合に、可能な範囲
で発令（市町村が発令）

警戒レベル４
全員避難

速やかに危険な場所から避難先へ避難しましょう。
公的な避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近
くの安全な場所や、自宅内のより安全な場所に避難しま
しょう。

避難勧告／避難指示（緊急）
＊ 地域の状況等に応じて緊急的ま
たは重ねて避難を促す場合に発
令（市町村が発令）

警戒レベル３
高齢者等は避難

避難に時間を要する人（ご高齢の方、障がいのある方、
乳幼児等）とその支援者は避難をしましょう。その他の
人は、避難の準備を整えましょう。

避難準備・高齢者等避難開始
（市町村が発令）

警戒レベル２ 避難に備え、ハザードマップ等により、自らの避難行動
を確認しましょう。

洪水注意報／大雨注意報等
（気象庁が発表）

警戒レベル１ 災害への心構えを高めましょう。 早期注意情報
（気象庁が発表）

９月１日は防災の日‼ 問い合わせ先…防災管理課 内線2141

水害・土砂災害避難のタイミングについて

広報ごしょがわら　９月号

五所川原地区
№ 施設名 対象地区

１ 毘沙門・長富
コミセン 長富、毘沙門

2 三好小学校
藻川、鶴ケ岡、高瀬

③ コミセン三好

④ コミセン中川 種井、川山、長橋広野、長橋
藤島、鶴ケ岡の一部

5 五所川原小学校 田川、新宮、新宮町、蘇鉄、
芭蕉、若葉一丁目～三丁目、
幾世森、下平井町、長橋橋元⑥ 北部コミセン

⑦ しきしま
コミセン

幾島町、末広町、上平井町、
中平井町、柏原町、敷島町、
錦町、旭町、大町、雛田⑧ 中央コミセン

9 南小学校 寺町、岩木町、川端町、元町、
本町、柳町、大町、東町、布
屋町、弥生町、新町、中央一
丁目～三丁目

⑩ 富士見コミセン

11 働く婦人の家
⑫ 市民体育館 蓮沼、不魚住、田町、栄町
13 中央小学校

松島一丁目～八丁目、
漆川、一ツ谷、鎌谷町、
烏森、石岡字藤巻、
弥生町の一部

14 第一中学校
15 中央公民館

⑯ コミュニティ防
災センター

⑰ 松島会館
⑱ 漆川体育館 漆川の一部

⑲ 小曲集会所（旧
農村婦人の家） 小曲

⑳ 南部コミセン 湊、中央三丁目～四丁目、中
央五丁目の一部

21 栄小学校 姥萢、みどり町の一部、広田
の一部、稲実、唐笠柳の一部

22 第三中学校 みどり町、広田、稲実の一部、
唐笠柳の一部㉓ コミセン栄

24 五所川原工業
高等学校

姥萢の一部、広田の一部、稲
実の一部、中央五丁目の一部、
中央六丁目

25 いずみ小学校 飯詰、一野坪の一部、下岩崎

26 第四中学校 飯詰、一野坪の一部、太刀打
の一部、沖飯詰、桜田

27 コミセン飯詰 飯詰、一野坪の一部

28 五所川原農林
高等学校

飯詰の一部、一野坪の一部、
金山の一部、漆川の一部、太
刀打の一部

29 一野坪コミセン 一野坪、太刀打の一部

30 青森職業能力
開発短期大学校

飯詰の一部、金山の一部、戸
沢、松野木の一部

№ 施設名 対象地区
31 松島小学校 米田、吹畑、金山、唐笠柳、

水野尾、松野木の一部32 コミセン松島
33 東峰小学校 野里、神山、松野木、福山、

豊成の一部34 コミセン長橋
35 三輪小学校 七ツ館、浅井、梅田の一部
36 梅沢コミセン 梅田、中泉
37 第二中学校 原子、羽野木沢、豊成の一部、

俵元、持子沢、高野38 コミセン七和
39 前田野目集会所 前田野目

金 木 地 区
№ 施設名 対象地区

40 川倉ふれあい
センター

林下、宇田野、七夕野の一部、
藤枝の一部

41 蒔田消防
コミセン 蒔田、神原

42 金木小学校 芦野の一部、朝日山の一部、
藤枝の一部

43 金木公民館 菅原、玉水、沢部、朝日山の
一部、萩元の一部

44 金木中学校 芦野の一部、朝日山の一部、
七夕野の一部

45 金木東部地区
コミセン 芦野の一部

46 嘉瀬コミセン 端山崎、上端山崎、萩元、
雲雀野、鎧石、不動野

47 喜良市コミセン
中富田、富田、弓矢形、桔梗
野、千苅、新千苅、芦ケ沢、
坂本

市 浦 地 区
№ 施設名 対象地区
48 市浦小学校

相内、相内岩井、相内吉野、
相内赤坂、相内露草

49 市浦中学校
50 市浦コミセン

51 基幹集落
センター

52 太田集会所 太田山の井、太田太田山
53 桂川集会所 相内桂川

54 もや会館
磯松磯野、磯松山の井、磯松
唐皮、磯松赤川、脇元野脇、
脇元磯辺、脇元赤川

55 磯松コミセン 磯松磯野、磯松山の井、磯松
唐皮

56 十三コミセン
十三深津、十三琴湖岳、十三
羽黒崎、十三古中道、十三通
行道、十三五月女萢

指定避難所一覧 ＊数字が○で囲まれている施設は洪水時、避難所として利用できません。
＊コミュニティセンターをコミセン、コミュニティ消防センターを消防コミセンと略記しています。

五所川原市役所　☎ 35－2111


