
大規模台風に伴う豪雨時の行動   榛原山路自治会

台風の進路および経過時間 防災気象情報・避難情報
・台風・雨量・水位等

あなたの行動等

岐阜県北西部に台風が移動

奈良県北東部に台風が最も接近

台風が潮岬に上陸

台風が通過するまで避難は継続

全員避難の完了

大雨･暴風特別警報 発表
避難指示の発令
･降り始めからの雨量：400mm程度
･水位：3.5m以上（裏面水位目安参照）

自治会長は、住民の点呼を行い、未避
難の住民を支援
直ちに避難
※ 外への避難が危険な場合は2階な
どに避難

土砂災害警戒情報 発表
避難勧告の発令
･降り始めからの雨量：250mm程度
・水位：2.0m以上（裏面水位目安参照）

各自、避難所（旧伊那佐小学校体育館）
へ避難を開始

大雨･洪水･暴風警報 発表
避難準備情報の発令
･降り始めからの雨量：150mm程度
・水位：1.9m程度（裏面水位目安参照）

避難準備（裏面チェックリスト参照）
自治会長や宇陀市へ避難所の開設状
況を確認
車で高齢者、障害者の避難開始

だんだん雨足が強くなっている
大雨･洪水･強風注意報 発表
･降り始めからの雨量：120mm程度

住民間で情報を共有（竹橋周辺の水位
状況など）
テレビ・ラジオ等の情報に注意

自宅で防災グッスの確認・準備
（裏面チェックリスト参照）
家屋周辺の点検・片づけ・対策
（裏面チェックリスト参照）
自治会内の連絡網の確認
家族の予定と連絡方法の確認
避難所・避難経路の確認
近所の高齢者の所在を確認
車の利用へ備えて給油

テレビ、ラジオ、インターネットなど
で台風が近づく日時、予想される雨
量・風などを把握

台風の影響で雨が降り始める
近年まれな重大な災害が発生する恐れ

台風の通過後、安全が確認されれば、
宇陀市から避難指示の解除の連絡

24時間先までの大雨の予報、
暴風への呼びかけ
伊勢湾台風に匹敵する台風が上陸する
恐れ

大型で非常に強い台風
近畿・東海に接近すると予想

大きな災害の恐れを呼びかけ
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中心気圧 940hPa
中心付近の最大風速 45ｍ

中心気圧 920hPa
中心付近の最大風速 55ｍ

中心気圧 920hPa
中心付近の最大風速 55ｍ

中心気圧 910hPa
中心付近の最大風速 60ｍ
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中心付近の最大風速 60ｍ
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中心付近の最大風速 60ｍ
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中心気圧 895hPa
中心付近の最大風速 65ｍ
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はん濫危険水位
2.00ｍ
河川がはん濫するおそ
れのある水位

避難判断水位
1.90ｍ
避難情報発表の目安と
なる水位

河川のはん濫の発生を
注意する水位

はん濫注意水位
1.90ｍ

水防団が待機する目安
となる水位

水防団待機水位
0.90ｍ

 □　リュックサック
 
食料品等（2～3日分）
 □　飲料水
 □　乾パン、クラッカーなど
 □　レトルト食品、缶詰
 □　粉ミルク、哺乳ビンなど
 
医薬品等
 □　常備薬
 □　簡易トイレ
 □　救急医薬品
 □　マスク
 □　紙おむつ
 □　生理用品
 
その他
 □　防災頭巾、ヘルメット
 □　予備の眼鏡など
 □　地図

 □　窓・雨戸の点検・補強
 □　瓦・屋根・アンテナ等の点検・補強
 □　樋の清掃

 □　側溝・排水口の清掃
 □　物干し竿の固定・屋内への格納
 □　植木鉢の屋内への格納

 □　避難経路の再確認
 □　家族の予定と連絡方法の再確認
 □　ガスの元栓を閉める
 □　電源ブレーカーの遮断
 □　戸締り
 □　雨戸設置

 □　貴重品等の移動
 　　（2階等、浸水・土砂災害の影響がない場所）
 □　遠方の身内への避難に関する事前連絡
 □　手持ち持参品（毛布、パジャマ等）の準備
 □　運動靴の準備
 □　動きやすい服装への着替え

日用品
 □　携帯電話（充電器含む）
 □　懐中電灯
 □　ラジオ
 □　発電機（手持式）
 □　電池
 □　ナイフ、缶切り
 □　鍋、水筒
 □　カセットコンロ
 □　ロープ
 □　マッチやライター
 □　ろうそく
 □　使い捨てのカイロ
 □　ティッシュなど
 □　筆記用具
 □　ごみ袋

衣服
 □　雨具
 □　防寒具
 □　靴
 □　下着
 □　タオル
 □　寝袋
 □　軍手
 
貴重品、お金
 □　健康保険証
 □　現金（小銭含む）
 □　預金通帳など
 □　印鑑
 □　身分証明書

◆ 「防災グッズ」に関するチェックリスト

◆ 「家屋周辺の点検・片づけ・対策」に関するチェックリスト

◆ 「避難準備」に関するチェックリスト

◆ 水位目安（芳野川 岩崎観測所）

右のQRコードを利用して、芳野川（岩崎観測所）の水位を確認してください。
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イラスト提供：気象庁
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