
M I Y A W A K A  C I T Y  H A Z A R D  M A P  

地震、豪雨、津波・高潮などの自然災害はいつやってくるかわかりません。

この防災マップで地域に存在する危険箇所を意識して、

普段の備えと地域の自主防災活動に活用しましょう。
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この地図は、遠賀川が大雨によって増水した場合に、遠賀川を管理いたし

ます国土交通省九州地方整備局遠賀川河川事務所が作成した、本市域内

を流れる支流の犬鳴川、八木山川で想定される浸水箇所やその水深を表

示したマップに、福岡県が指定しております「土砂災害警戒区域」等の危険

箇所や市内での避難所などを示したものであります。

災害の恐れがある場合には、市から避難勧告等を行いますので、速やかに

避難していただくこととあわせ、日ごろから、地域における浸水やがけ崩れ

の危険箇所など災害が発生しやすい場所を確認され、雨の降り方や浸水の

状況に注意し、危険を感じたら早めに自主的な避難を心がけてください。
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避難情報
市では、皆さんの生命に危険が及ぶと判断した場合、避難勧告等を発令し、

皆さんに避難を促します。避難情報を発令するときは、様々な状況を総合的に判断して発令します。

避難情報と住民のみなさんの行動
避難情報は、災害の種別ごとに避難行動が必要な地域を示して発令します。市から発令される避難情報の入手方法
（市のウェブサイト、防災行政無線等）について確認しましょう。市から発令される避難情報には、以下のものがあります※。

※必ずしも、この順番で発令されるとは限らないので、ご注意ください。また、これらの情報が発令されていなくても、
　身の危険を感じる場合は避難を開始してください。

災害が発生するなど状況が
さらに悪化し、人的被害の
危険性が非常に高まった場合

災害による被害が予想され、
人的被害が発生する
可能性が高まった場合

災害時避難所1

2

3

自宅や学校・職場には、
どのような危険があるのか確認しましょう。

防災マップを見て、洪水や土砂災害のおそれがある
地域がどこなのか、事前に確認しましょう。

宮若市が指定している避難所を確認し、そこまでの
経路や移動手段について計画しておきましょう。

ホームページ等で危険性や避難所の確認ができない
場合は、下記までお問い合わせください。

宮若市役所 防災安全係
　　0949-32-0511

●まだ避難していない場合は、直ちに
その場から避難をしましょう。
●避難することでかえって命に危険
が及ぶような状況では、自宅内のよ
り安全な場所に避難をしましょう。

●いつでも避難ができるよう準備をし
ましょう。身の危険を感じる人は、避
難を開始しましょう。
●避難に時間を要する人（ご高齢の方、
障がいのある方、乳幼児をお連れの
方等）は避難を開始しましょう。

●避難所へ避難をしましょう。
●地下空間にいる人は、速やかに安全
な場所に避難をしましょう。

避難勧告や避難指示（緊急）を
発令することが予想される場合
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洪水・土砂による災害
大雨などにより、川の水量の増加や地中にしみこんだ水分などが起因となり、大きな災害に発展する
場合があります。事前にその災害のメカニズムを理解し、身近に起こりえる災害に対応しましょう。

川のはん濫

土砂災害

外水
はん濫

内水
はん濫

がけ崩れ

土石流

地すべり

※上記は一般的な前兆現象です。すべての場合において必ず起きるというものではありません。ふだんと違い、少しでも身に危険を感じたら避難するようにしましょう。

雨量の増加によってもたらされるはん濫には、川から水があふれたり堤防が決壊して起こる「外水はん濫」と、
街中の排水が間に合わず、地下水路などからあふれ出す「内水はん濫」の2タイプがあります。

土砂災害警戒情報が発表されていなくても、ふだんと異なる状況「土砂災害の前兆」に気づいた場合には、
直ちに周りの人と安全な場所へ避難しましょう。
また、日ごろから危険箇所や避難所・避難経路を確認しておくことも重要です。

メキメキ

メキ
メキ

バリバ
リ

バリバ
リ

ゴー！

ザワザワ

ドーン！

がけ崩れ発生

土石流発生

地すべり発生

小石が落ちる

木が倒れる

ひびわれが入る

頭部のひびわれ

わき水の量
が増える

ひびわれが
大きくなる

小石が
バラバラ落ちる

わき水が止まる
（あるいは噴きだす）

根の切れる
音がする

木が傾いたり
倒れる

・異常な山鳴り  ・地鳴りがする
・山の樹木がザワザワと騒ぐ
・山の裂ける音がする
・腐った土のにおいがする
・流木が混じる

池が濁る

斜面にひびわれ
ひびわれ・段差ができる

川が濁る

家が傾く
水が噴出する

木の騒ぐ音・
裂ける音がする

道路などに
ひびわれ

道路などに
ひびわれ

川の水位が急に下がる

急に水が濁る
流木が混じる

チョロチョロ

地中にしみ込んだ水分が土の抵抗力を弱
め、雨や地震などの影響によって急激に斜
面が崩れ落ちることをいいます。
がけ崩れは突然起きるため、人家の近くで
起きると逃げ遅れる人も多く、被害者の割
合も高くなっています。

山腹・川底の石や土砂が長雨や集中豪雨な
どによって一気に下流へと押し流されること
をいいます。その流れの速さは規模によっ
て異なりますが、時速20～40kmという速
度で一瞬のうちに人家や畑などを壊滅させ
てしまいます。

斜面の一部あるいは全部が、地下水の影響
と重力によってゆっくりと斜面下方に移動す
る現象のことをいいます。一般的に移動土
塊量が大きいため、甚大な被害を及ぼしま
す。また一旦動き出すと、これを完全に停止
させることは非常に困難です。
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洪水・ハザード情報
以下の情報を参考に、洪水時における対応について

あらかじめ確認しておきましょう。

河川水位及び危険度レベル

洪水情報の伝達ルート

福岡県 宮若市

〔 避難情報 〕
避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）など

５

４
（危険）

３
（警戒）

２
（注意）

１

はん濫の発生

はん濫危険水位

避難判断水位

はん濫注意水位

水防団待機水位

（特別警戒水位）

※危険な箇所で設定した水位を、水位観測所地点の水位に置き換えて設定

（警戒水位）

レベル 水　位 基準水位観測所における水位の意味

遠賀川防災情報

気象の異常に対して、下図の伝達ルートで皆さんへお知らせします。

（リアルタイム防災情報） 携帯電話、スマートフォンの
方はこちらのQRコードから
接続できます。

【はん濫危険水位】（特別警戒水位）
・市町村長の避難勧告等の発令判断の目安
・住民の避難判断の参考になる水位

【避難判断水位】
・市町村長の避難準備情報等の発令判断の目安
・要配慮者の早期避難
・住民のはん濫に関する情報への注意喚起

【はん濫注意水位】
・水防団の出動の目安

遠賀川の現在の様子をインターネットでご覧いただけます。
国土交通省  九州地方整備局  遠賀川河川事務所
http://www.qsr.mlit.go.jp/onga/disaster/index_saigai.html

情報がなくても、異常気象（雷雨や異常な降雨）を感じたときには、避難の準備が必要です。 
危険を感じたときには速やかに避難しましょう。 

防災行政無線・広報車
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風水害・台風による災害
大雨や強風はわたしたちに何度も大きな災害をもたらしています。
普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。

大雨情報をキャッチ！
こんなときのわが家の安全対策

まずは、確実な情報が大事
その次に迅速な対応

雨の音で話し声がよく聞
き取れない。

ワイパーを速くしても見づ
らい。側溝や下水、小さな
川があふれる。

山崩れ、がけ崩れが起きや
すくなり危険地帯では避
難の準備が必要。

マンホールから水が噴出す
る。土石流が起こりやすい。
多くの災害が発生する。

風に向かって歩きにくくなる。
傘がさせない。

風に向かって歩けない。
転倒する人もいる。

しっかりと身体を確保しないと転
倒する。風で飛ばされた物で窓ガ
ラスが割れる。

立っていられない。
屋外での行動は危険。
樹木が根こそぎ倒れはじめる。

雨による大規模な災害の
発生する恐れが強く、厳重
な警戒が必要。

（1時間雨量：mm）

（平均風速：m／秒）

（平均風速：m／秒）

日本には毎年多数の台風が接近あるいは上陸し、たびたび大きな被害をもたらします。
台風の接近が予想される際は、台風情報に十分注意し、被害のないように備えることが必要です。

集中豪雨は、限られた地域に、突発的に短時間に集中して降る豪雨で、梅雨の終わりごろによく発生します。
発生の予測は比較的困難で、中小河川のはん濫、土砂崩れ、がけ崩れなどによる大きな被害をもたらすことがありますので、
気象情報に十分注意し、万全の対策をとることが必要です。

つねに気象情報には、
注意しておきましょう！

10mm以上～20mm未満 20mm以上～30mm未満 30mm以上～50mm未満 50mm以上～80mm未満 80mm以上～

雨の強さと降り方

風の強さと吹き方

大きさ 風速15m/秒 以上の半径 最大風速

大型（大きい） 500km以上～800km未満 33m/秒 以上～44m/秒 未満

非常に強い 44m/秒 以上～54m/秒 未満
超大型（非常に大きい） 800km以上 54m/秒 以上

台　風

強さ

強い

猛烈な

集中豪雨

●ラジオやテレビなどの気象情報に注意する。
●市や防災関係機関の広報をよく聞いておく。
●停電に備え懐中電灯や携帯ラジオを用意する。
●非常時の持出品を準備しておく。
●早く帰宅し、家族と連絡を取り、非常時に備える。
●飲料水や食料を数日分確保しておく。

●浸水に備えて家財道具は高い場所へ移動する。
●危険な地域では、いつでも避難できるよう準備をする。

大雨注意報とは？ 大雨警報とは？
災害が起こるおそれの

あるときに注意を
呼びかけて行う予報

重大な災害が起こるおそれの
あるときに警戒を

呼びかけて行う予報

10m/秒以上～15m/秒未満 15m/秒以上～20m/秒未満 20m/秒以上～25m/秒未満 25m/秒以上～
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火災について
１人で消せるだろうと考えず、隣近所に火事を知らせ、すみやかに119通報を。

初期消火で火事を消せなかったら、すばやく避難しましょう。

安全ピンに指をかけ
上に引き抜く。

●「火事だ」と大声を出し、隣近所に援助を求める。声が出なければやかんなどを叩き、
　異変を知らせる。
●小さな火でも119番に通報する。当事者は消火に当たり、近くの人に通報を頼む。

１早く知らせる

早く消火する

早く逃げる

●出火から３分以内が消火できる限度。
●水や消火器だけで消そうと思わず、座布団で火を叩く、毛布で覆
うなど手近なものを活用する。

●天井に火が燃え移った場合は、速やかに避難する。
●避難するときは、燃えている部屋の窓やドアを閉めて空気を絶つ。

２
３

ホースをはずして
火元に向ける。

レバーを強く
握って噴射する。

●風上に回り風上から消す。炎にはまともに正対しないように。
●やや腰を落して姿勢をなるべく低く。熱や煙を避けるように
構える。
●燃え上がる炎や煙に
まどわされずに燃えて
いるものにノズルを
向け、火の根元を掃く
ように左右に振る。

火災予防が一番!!
住宅用火災警報器の
設置義務化
消防法の改正により、住宅用火災警
報器の設置が義務付けられました。

火災警報器の設置場所

火災による死傷者
を無くすためにも設
置しましょう。

●寝　室…すべての寝室（子供部屋や老人の居室など就寝に使われて
　　　　　いる場合は対象となります）への設置が必要です。
●階　段…寝室のある部屋の階段の天井などへの設置が必要です。
●台　所…台所への設置もおすすめします。

消火器のかまえ方

あわてて水をかけるのは厳禁。消火器がなけ
れば濡らした大きめのタオルやシーツを手前
からかけ、空気を遮断して消火を。

消火器は直接火元に向けて噴射する。
石油ストーブの場合は粉末消火器で。
消火器がない場合は、水にぬらした毛布などを
手前からすべらせるようにかぶせ、空気を遮断
する。

着衣に火がついたら転げまわって消すのも方
法。髪の毛の場合なら衣類（化繊は避ける）やタ
オルなどを頭からかぶる。

風呂場からの出火に気づいても、いきなり戸を
開けるのは禁物。空気が室内に供給されて火勢
が強まる危険がある。ガスの元栓を締め、徐々に
戸を開けて一気に消火を。

いきなり水をかけると感電の危険が。まずコー
ドをコンセントから抜いて（できればブレーカー
も切る）消火を。

カーテンやふすまなどの立ち上がり面に火が燃
え広がったら、もう余裕はない。引きちぎり蹴り
倒して火元を天井から遠ざけ、その上で消火
を。

衣　類ストーブ油なべ

電気製品風呂場 カーテン・ふすま

初期消火の３原則

消火器の使い方

住宅内取付位置図

寝室1 階段

リビング・
ダイニング

寝室2

子ども部屋（寝室）

警報器

火事だ
!!

火
元
別
初
期
消
火
の
コ
ツ
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地震による災害
大地震が起きると「振動（揺れ）」「液状化」「土砂災害」「地震災害」「津波」などがほぼ同時に起こり、

大きな被害が生じるおそれがあります。周囲の状況を判断して、まず自分の身の安全を確保し、消防署員及び消防団員、
警察官などの指示に従って近所の人と一緒に徒歩（原則）で避難所等安全な場所に避難しましょう。

屋内
にいた場合

屋外
にいた場合

家の中
●揺れを感じたら、身の安全を確保し、すばやく屋外の安全な場所へ避難する。
●火の確認はすみやかに（コンセントやガスの元栓の処置も忘れずに）。
●乳幼児や病人、高齢者など要配慮者の安全を確保する。
●裸足で歩き回らない（ガラスの破片などでケガをする）。

デパート・スーパー
●カバンなどで頭を保護し、ショーウィンドウや商品などから離れる。
　柱や壁ぎわに身を寄せ、係員の指示を聞き、落ち着いた行動をとる。

集合住宅
●避難にエレベーターは絶対に使わない。
　炎と煙に巻き込まれないように階段を
　使って避難する。

劇場・ホール
●カバンなどで頭を保護し、座席の間に
　身を隠し、係員の指示を聞く。
●あわてずに冷静な行動をとる。

路上
●その場に立ち止まらず、窓ガラス、看板などの落下物から
　頭をカバンなどで保護して、空き地や公園などに避難する。
●近くに空き地などがないときは、周囲の状況を冷静に判断
　して、建物から離れた安全性の高い場所へ移動する。
●ブロック塀や自動販売機などには近づかない。
●倒れそうな電柱や垂れ下がった電線に注意する。

車を運転中
●ハンドルをしっかりと握り、徐々にスピードを落とし、緊急車両
　などの通行スペースを確保し、道路の左側に止め、エンジンを切る。
●揺れがおさまるまで冷静に周囲の状況を確認して、カーラジオで
　情報を収集する。
●避難が必要なときは、キーはつけたまま、ドアロックもしない。
　車検証などの貴重品を忘れずに持ち出し、徒歩で避難する。

海岸付近
●高台へ避難し津波情報をよく聞く。
　注意報・警報が解除されるまでは
　海岸に近づかない。

電車などの車内
●つり革や手すりに両手でしっかりつかまる。
●途中で止まっても、非常コックを開けて勝手に
　車外へ出たり、窓から飛び降りたりしない。
●乗務員の指示に従って落ち着いた行動をとる。

1～2分

3分

5分

10分
数時間

3日

最初の大きな揺れは約1分間

揺れがおさまったら

みんなの無事を確認　火災の発生を防ぐ

ラジオなどで正しい情報を得る

協力して消火活動、救出・救護活動

隣近所に
声をかけよう

出火防止
初期消火

地震
発生

地震発生時の時間経過別行動マニュアル

●まず、身を守る安全確保　手近な座布団などで頭を保護
●すばやく火の確認　ガスの元栓、コンセント
●大きな揺れの場合は、身の安全を確保し、すばやく屋外の安全な場所に一時避難する

●火元を確認　火が出たら、落ち着いて初期消火
●家族の安全を確認　倒れた家具の下敷きになっていないかを確認
●靴をはく　家の中はガラスの破片が散乱。靴や厚手のスリッパをはく
●避難するときは、屋根瓦・ブロック塀・自動販売機等に注意
●津波などの危険が予想される地域はすぐ避難

●要配慮者の安全確保　隣近所で助け合う
●行方不明者はいないか　●ケガ人はいないか

●大声で知らせる　●救出・救護を求める　
●防災機関、自主防災組織の情報を確認　●デマにまどわされないように　
●避難時に車は極力使用しない●電話は緊急連絡を優先する

●水、食料は蓄えているものでまかなう
●災害・被害情報の収集　●無理はやめよう
●助け合いの心が大切　●壊れた家に入らない

●初期消火　消火器を使う　バケツリレー　風呂の水はため置きをしておく
●漏電・ガス漏れに注意　●電気のブレーカーを下ろす・ガスの元栓を閉める　●余震に注意
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伝言の録音 171-1- 自宅の電話番号 伝言保存期間 提供終了まで

伝言の再生 171-2- 連絡を取りたい方の電話番号 伝言蓄積数 1電話番号あたり1～20伝言まで

伝言内容(時間) 1伝言あたり30秒以内 利用可能電話 加入電話、ISDN、ひかり電話、公衆電話、
携帯電話（一部除く）等

NTTでは、災害発生時に、被災地への通話がつながりにくい状況の場合、被災地内の安否などの情報を
音声で録音、再生する「災害用伝言ダイヤル」を設置します。

気　象
注意報、警報、特別警報
土砂災害警戒情報
雨量レーダー情報　など

気象庁ホームページ http://www.jma.go.jp/jma/index.html
【お問い合わせ先】　福岡管区気象台　TEL:092-725-3600

水　害

雨量情報
河川水位情報
ダム情報
河川監視カメラ映像
洪水浸水想定区域　など

国土交通省 ： 川の防災情報 http://www.river.go.jp/
福岡県河川防災情報 http://www.kasen.pref.fukuoka.lg.jp/bousai/

【お問い合わせ先】
◆国土交通省が管理する河川に関して
　九州地方整備局水災害予報センター TEL:092-707-0110
　遠賀川河川事務所防災情報課 TEL:0949-22-1830
　筑後川河川事務所防災情報課 TEL:0942-33-8828
◆福岡県が管理する河川に関して
　県土整備部河川課 TEL:092-643-3668

土砂災害
土砂災害関連情報
土砂災害危険度情報
土砂災害警戒区域　など

福岡県土砂災害関連情報 http://www.sabo.pref.fukuoka.lg.jp/
【お問い合わせ先】　県土整備部砂防課　TEL:092-643-3678

避　難 避難勧告等の発令基準
避難計画の活用　など

福岡県防災情報ポータルサイト http://www.bousai.pref.fukuoka.jp/index.php
【お問い合わせ先】　総務部防災危機管理局消防防災指導課　TEL:092-643-3113

尋常でない大雨や津波などが予想されています。
重大な災害が起こる可能性が非常に高まっています。
ただちに身を守るために最善を尽くしてください。

災害用伝言ダイヤルの使い方

宮若市からの防災情報

その他機関からの防災情報

宮若市の防災情報ウェブサイト　
http://www.city.miyawaka.jg.jp/　 から  いざという時のために「防災・防犯サイト」クリック
宮若市内の防災情報について掲載しています。

エリアメール（緊急速報メール）

防災行政無線や広報車等
防災行政無線や広報車等を使用し、情報をお伝えしています。

 

防災メール まもるくん(福岡県) 

http://www.bousai.pref.fukuoka.jp/mamorukun/
災害時の情報等をメールでお知らせします。

テレビ・ラジオ  

特別警報
が発表されたら

命を守るために
情報の収集に

努めてください

特別警報について
特別警報は、大規模な災害の発生が切迫していることをお知らせする新しい警報です。

普段からの備えと早め早めの行動があなたや身近な人の命を守ります。

宮若市では、災害発生時や災害が発生するおそれがある場合などに、避難勧告、避難指示（緊急）など災害の被害を最小限に食い止め
るために必要な情報を迅速に提供するため、ＮＴＴドコモ、ソフトバンク及びKDDI（au）が提供する緊急速報メール（緊急情報の配信
サービス）を導入しています。※機種により「緊急速報メール」を受信できない場合や受信設定が必要となる場合がありますので、詳し
くは、各携帯電話会社へお問い合わせください。

ニュースや天気予報番組だけでなく、データ放送では、
気象情報や防災情報について常時放送しております。

防災行政無線は災害や全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）を通した国民保護事案が発生した場合、又は発生する恐れがある場合に緊
急性や重要性の高い情報を一斉にお知らせするための放送設備です。
放送内容：地震情報、弾道ミサイル情報、避難勧告、台風接近時等の注意喚起等

水害・土砂災害に関する防災情報のお問い合わせ先

災害用伝言ダイヤルとは？
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防災対策＆チェック
突然の災害に備えて、今、自分たちでできることを見回してみましょう。

日頃から対策ができているか、チェック■しましょう。

家の中に逃げ場としての
安全な空間をつくる

家具の転倒を防ぐ

寝室、子どもやお年寄りのいる部屋
には家具を置かない

安全に避難するため、出入口
や通路にものを置かない

タンス・本棚

冷蔵庫 テレビ

食器棚 照明

ピアノ

屋根 ブロック塀・門柱

プロパンガス

ボンベを鎖で固定しておく。

ベランダ

窓ガラス
飛散防止フィルムをはる。

家の中の
安全対策

家具の転倒
落下を防ぐ
ポイント

家の周囲の
安全対策

部屋がいくつもある場合は、人の出入りが少ない部屋に
家具をまとめて置く。無理な場合は、少しでも安全なス
ペースができるよう配置換えする。

就寝中に地震に襲われると危険。子どもやお年寄り、病人な
どは逃げ遅れる可能性がある。

家具と壁や柱の間に遊びがあると倒れや
すい。家具の下に小さな板などを差し込ん
で、壁や柱によりかかるように固定する。ま
た、金具や固定器具を使って転倒防止策を
万全に。

L字金具などで固定し、棚板
には滑りにくい材質のシート
やふきんなどを敷く。重い食
器は下の方に置く。扉が開
かないように止め金具をつ
ける。

L字金具や支え棒な
どで固定する。二段
重ねの場合はつなぎ
目を金具でしっかり
連結しておく。

扉と扉の間に針金など
を巻いて、金具で壁に
固定する。

できるだけ低い位置に固
定して置く(家具の上はさ
ける)。
テレビとテレビ台を固定す
る。

本体にナイロンテープな
どを巻きつけ、取りつけた
金具などで固定する。脚に
は、すべり止めをつける。

土中にしっかりとした基礎部分がないも
の、鉄筋が入っていないものは危険なの
で補強する。ひび割れや鉄筋のさびも修
理する。

不安定な屋根のアンテナや、屋根瓦
は補強しておく。

植木鉢などの整理整頓を。落ちる危
険がある場所には何も置かない。

■

玄関などの出入口までの通路に、家具など倒れや
すいものを置かない。また、玄関にいろいろものを
置くと、いざというときに、出入口をふさいでしまう
ことも。

チェーンと金具を
使って数か所止め
る。蛍光灯は蛍光
管の両端を耐熱
テープで止めて
おく。
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非常時の持ち出し品の準備＆チェック
いざというときすぐに持ち出せるように、日ごろから準備・点検をしておきましょう。

日頃から準備できているか、チェック■しましょう。

過去の災害で役に立ったもの避難生活が長引くときに便利なもの

非常時
持ち出し品
（例）

非常時用
備蓄品
（例）

定期点検！

■

10000
10000

壱万円
10000

10000

壱万円

10000 10000
壱万円

BANK

お米
糖
砂 しょうゆ

カップ
ラーメン

みそ

カップ
ラーメン

Candy し
う
ゆCho

cola
te

非常時持ち出し品は定期的に点検を！

□　ラジオ
□　電池（多めに用意）

□　常備薬
□　傷薬
□　風邪薬
□　ばんそうこう

□　鎮痛剤
□　包帯
□　胃腸薬

□　非常用食品
□　缶切り

□

GASGAS

　
卓上コンロ

□　ガスボンベ
□　固形燃料

□

水

クラッカー

ん
ぱ
ん
か

いわ
し甘露煮

ポテトサラダ

　

紙皿
□　水筒
□　缶詰
□　ミネラルウォーター
□　栓抜き
□　紙コップ

□　衣類（下着・上着など）
□　生理用品
□　離乳食
□　ウェットティッシュ
□　ヘルメット
□　ラップフィルム
　　（止血や食器にかぶせて使う）

□　防災マップ（本書）

□　タオル
□　粉ミルク
□　紙おむつ
□　カッパ
□　ライター
□　携帯電話の
　  充電器

□　現金
□　印鑑
□　健康保険証

□　預金通帳
□　免許証
□　権利証書

□　懐中電灯
　　（できれば一人にひとつ）

□　電池（多めに用意）

火を通さないで食べられる
もの、食器など

携帯トイレ、使い捨てカイロ、裁縫セット、ガムテープ、
地図、さらし、筆記用具（マジックなど）、スコップなど。

ウェットティッシュ、ラップフィルム、カイロ、消毒用アルコール、
ラジオ、ビニール袋（大）、ポリタンクなど。

災害復旧までの数日間（最低3日）を生活できるようにチェック□しましょう。

いざというときに支障がないように、食品類の賞味期限や
持ち出し品の不備を定期的に点検しましょう。

□　飲料水としてペットボト
ルや缶入りのミネラル
ウォーター （1人1日3リッ
トルを目安に）

□　貯水した防災タンクなど

□　 生活用水（風呂・洗濯機などに貯水）
□　毛布・寝袋・洗面用具・ドライ

シャンプーなど
□　調理器具 （なべ・やかんなど）
□　バケツ・各種アウトドア用品など

□　お米（缶詰・レトルト・アルファ米
も便利）

□　缶詰・レトル卜食品
□　梅干し・調味料など
□　ドライフーズ・チョコレート・

アメ（菓子類など）

携帯ラジオ 救急医療品

非常食品等
その他

貴重品 懐中電灯

飲料水
非常食品

燃料

その他

水
水

非常時持ち出し品は、使用するときに支障のないように、定期的に点検しておきましょう。
特に食品や飲料水の賞味期限はこまめにチェックし、賞味期限がせまったものから順に入れ替えておきましょう。
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自主防災組織について
　災害に強い地域づくりを目指して、災害時の被害を軽減するため、「自主防災組織」活動を通じて、

共助の強化、地域の防災力の強化に向けた取組を始めてみませんか？

　災害発生時には、自助・共助・公助の連携により人的・物的被
害を軽減することができます。
　ひとたび大規模な災害が発生したときには、公的機関が行
う活動（公助）は交通網の寸断や同時多発火災などにより十分
対応できない可能性があるため、個人の力で災害に備える（自
助）とともに、地域での助け合い（共助）による地域の防災力が
重要となります。

大規模な災害が発生した場合、消防署などの防災機関だけでは、
十分な対応ができない可能性があります。
このような時、地域の皆さんが一緒になって協力し、災害や避難
に関する情報の伝達、避難誘導、安否確認、救出・救護活動に取組
むことで被害の軽減を図る事ができます。また、活動を迅速に進
めるためには「お互いに顔の見える関係」の中で、事前に地域内
で役割分担を決めておくことが有効です。
より効率よく、さまざまな活動をするためにも事前の準備（＝体制
づくり）が重要です。

情報班 消火班 避難誘導班 救出救護班 給食・給水班

平
常
時

緊
急
時

◯住民に対しての連絡
体制、手段の検討

◯情報収集・伝達訓練の
実施

◯防災意識の啓発、高揚
に関する広報

◯公的防災機関との連
携確保

◯情報班と連携しての
避難の呼びかけ

◯安全な経路を選択し
ての避難誘導

◯避難行動要支援者の
避難支援

◯避難地での安否確認
◯安否確認による救出
救護班への情報伝達

◯応急手当、衛生知識の
普及

◯救命講習への参加
◯応急医薬品、救助資機
材の確保、点検

◯技能、ノウハウを持っ
た住民の把握

◯救助用資機材の点検・
確保

◯避難誘導班と連携し
ての速やかな救出

※救出活動は危険を伴
う場合があるため、二
次災害に十分注意し
て下さい。

◯負傷者の救護、応急手
当の実施

◯避難所・救護所での救
護活動への協力

◯事前に避難経路、避難
所を把握

◯避難誘導訓練の実施
◯避難経路の安全点検
※危険箇所（がけ、ブロッ
ク塀）などの確認等

◯避難行動要支援者の把
握

◯災害情報を住民に対
して正確かつ迅速に
伝達

◯地域内の被害情報を
収集し、本部へ報告

◯混乱回避、出火防止等
の広報

◯食料、飲料水の個人備
蓄についての普及啓
発

◯炊き出し訓練の実施
◯炊き出し用資機材の
確保、点検

◯初期消火訓練の実施
◯消火用水の確保、確認
◯出火防止の啓発

◯食料や水、救援物資等
の受入、配布

◯必要に応じて炊き出し

◯初期消火活動
※消防署、消防団の到着
までの延焼拡大を防
ぐのが基本ですので
無理はしないこと!!

◯情報班と連携しての
出火防止等の広報

地域の防災力

自主防災組織とは？

各班の日頃（平常時）と緊急時（災害発生時）の活動内容は概ね次のような役割になります。

なぜ、自主防災組織が必要なの？
災害発生時はもちろん、日頃から地
域の皆さんが一緒になって防災活動
に取組むための組織を「自主防災組
織」と言います。

平常時には防災訓練／研修会や広
報活動、災害時には初期消火、救出
救護、集団避難、避難所への給食給
水などの活動を行います。

1

2

自助
自分自身や
家族・財産を
守るための活動

共助
地域や近隣の人が
互いに協力
し合う活動

公助
消防、警察、行政、
公益企業が実施する
救助・援助活動
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家庭のオリジナルマップの作成

避難所・公共機関一覧

指定緊急避難場所・指定避難所一覧

避難所
災害が発生した際に避難する場
所をあらかじめ確認しておきま
しょう。

危険な場所
川の近くなど、洪水時に危険と
なるような箇所には印をつけ、
その避難経路はとらないように
しましょう。

目印となる場所
避難経路上で目印となる箇所を
書き込んでみましょう。特に曲が
り角には分かりやすいように目
印を加えてみましょう。

避難経路
避難所（地）までの経路となる、
矢印を書き込みましょう

自宅
自宅を書き込みましょう。

旧宮田中学校 宮若市宮田4705 0949-32-1007

宮田南小学校 宮若市宮田3461 0949-32-0066

宮田北小学校 宮若市龍徳1464 0949-33-1367

宮田東小学校 宮若市磯光573 0949-32-0069

宮田小学校 宮若市磯光1888-6 0949-32-0112

宮若東中学校 宮若市宮田3410-2 0949-33-3501

Ｂ＆Ｇ海洋センター 宮若市宮田251-4 0949-32-0076

笠松研修センター 宮若市下有木786 0949-32-5020

宮若西小学校・中学校 宮若市金丸417-1 0949-52-2802

旧若宮小学校 宮若市福丸304-1 0949-32-1007

旧若宮西小学校 宮若市宮永11-1 0949-32-1007

旧若宮南小学校 宮若市三ヶ畑420 0949-32-1007

市民体育館 宮若市高野577-1 0949-52-0859

中央公民館若宮分館 宮若市高野572 0949-52-0859

若宮コミュニティセンター 宮若市福丸272-1 0949-52-1111

西鞍の丘総合運動公園 宮若市乙野 0949-52-0859

光陵グリーンパーク 宮若市磯光1668-2 0949-33-1515

施設名 所在地 電話番号

宮若市役所本庁 宮若市宮田29-1 0949-32-0510

若宮総合支所 宮若市福丸272-1 0949-52-1111

宮田消防署 宮若市宮田16-1 0949-32-1130

若宮出張所 宮若市福丸260-6 0949-52-0310

宮若警部交番 宮若市本城422-8 0949-33-2742

下有木駐在所 宮若市下有木285-3 0949-33-3304

若宮駐在所 宮若市金丸790-10 0949-52-0008

吉川駐在所 宮若市脇田636-1 0949-54-0304

山口駐在所 宮若市山口2551-4 0949-52-0371

国土交通省
遠賀川河川事務所

直方市溝堀1-1-1 0949-22-1830

相生会宮田病院 宮若市本城1636 0949-32-3000

九州電力飯塚営業所 0120-986-104

ＮＴＴ西日本 0120-444-113

公共機関一覧・緊急連絡先

※自主避難等の場合の一時的な避難所は各地区公民館・集会所・隣保館・地域コ
ミュニティセンター等となっておりますが、左記避難所に避難を希望される方は
宮若市役所 防災安全係（ＴＥＬ0949-32-0511）に連絡してください。

指定緊急避難場所
居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施設又は場所 

指定避難所
避難した居住者等が災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、又は災害により
自宅へ戻れなくなった居住者等が一時的に滞在する施設 

●

●

至 ○○方面

至 ○○方面

病院

コンビニ
公園

川

駅

○○小学校

自宅

避難所

国道○○号線

至

○
○

面
方

至 ○○方面

県道○○号線

危険

管理担当連絡先施設名 所在地

家族で話し合った内容なども踏まえ、自宅から避難所までの経路や危ない場所などを記載した
オリジナルマップを作成し、家庭内で共有しておきましょう。
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震度分布図
熊本地震は断層によって引き起こされました。

地震に対する心構えを持ち、いざというときにあわてないようにしましょう。　

西山断層帯の西山区間は宗像市～福津市～宮若
市～飯塚市へと延びる約43ｋｍ（両端を結ぶ直
線距離）の断層です。活動の間隔は約8万年以上
と言われ、最新の活動時期は約１万年～２，１００
年前の間となっています。

震度分布 

西山断層中央下部
西山断層

断層名 
行政界 

凡例

宮若市

佐賀県 大分県

熊本県

6強
6弱
5強
5弱
4
3以下 

※この地震分布図は福岡県地震に関する防災アセスメント調査 
第Ⅱ編想定地震と被害予測手法　2.地震の予測図2.2-2（5）震
度分布図【西山断層（破壊開始：中央下部）】を引用しています。
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震度階級表 

震度７

震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱

震度４

震度３

震度２

震度１

震度０

揺れにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされることもある。
固定していない家具のほとんどが移動したり倒れたりし、飛ぶこともある｡
壁のタイルや窓ガラスが破損､落下する建物がさらに多くなる。
補強されているブロック塀も破損するものがある。
大きな地割や山崩れなどが起こり、地形が変わることもある。　

立っていることができず、はわないと動くことができない。
揺れにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされることもある。
固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。
壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建物が多くなる。
補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。

立っていることが困難になる。
固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある｡
ドアが開かなくなることがある｡

大半の人が、物につかまらないと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じる。
棚にある食器類や書棚の本で、落ちるものが多くなる。
テレビが台から落ちることがある。固定していない家具が倒れることがある。

大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。
電灯などのつり下げ物は激しく揺れ､棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。
座りの悪い置物の大半が倒れる。固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。

ほとんどの人が驚く。歩いている人のほとんどが、揺れを感じる。
電灯などのつり下げ物は大きく揺れ､棚にある食器類は音を立てる。
座りの悪い置物が、倒れることがある。

屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。歩いている人の中には、揺れを感じる人もいる。
棚にある食器類が音を立てることがある。

屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。眠っている人の中には、目を覚ます人もいる｡
電灯などのつり下げ物が、わずかに揺れる。

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。

人は揺れを感じないが、地震計には記録される。

1 ２ 3

シェイクアウト訓練

地震発生！
そのときどう
行動するか

その時あなたはどこにいるかわかりません。家、職場、学校または旅行中かもし
れません。
シェイクアウト訓練は、地震の際の安全確保行動（①まず低く、②頭を守
り、③動かない）を身につける訓練です。
非常時の安全対策として、日ごろからシェイクアウト訓練を実践しましょう。

震度階級表・震度と揺れ等の状況

熊本地震に
おける
最大震度

福岡県
西方沖地震に
おける宮若市の
最大震度
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避難所マップ

若宮

鞍手

宮田ｽﾏｰﾄ

鞍手

犬鳴川

山口川

力丸ﾀﾞﾑ

笠城ﾀﾞﾑ八木 山川

うらた

なまずた

山
陽
新
幹
線

筑
豊
本
線
福
北
ゆ
た
か
線

川
島
橋

九州自動車道

縁山畑

三ケ畑 建花寺

相田

川津

中

幸袋

川島

脇田

黒丸

山口

乙野

宮永

湯原

稲光

小伏

平

沼口

高野

竹原

下

水原

福丸

下有木

金生

金丸

芹田

原田

宮田

長井鶴

室木

庄司

本城

上大隈

磯光

津島

新多

柳橋

吉北

鶴田

龍徳

新山崎

目尾

勝野

自由ケ丘

青葉台

朝町

自由ケ丘南
名残

広陵台冨地原 武丸

上有木

吉留

倉久

四郎丸

新延

八尋

新北

長谷

中山

小牧

下新入

鞍手町

小竹町

飯塚市

宗像市

直方市

若宮駐在所若宮駐在所

宮若市役所本庁宮若市役所本庁

旧笠松小学校旧笠松小学校

笠松研修センター笠松研修センター

旧宮田西中学校旧宮田西中学校宮若西小学校・中学校宮若西小学校・中学校

若宮コミュニティセンター若宮コミュニティセンター
旧若宮小学校旧若宮小学校

旧宮田中学校旧宮田中学校

宮田東小学校宮田東小学校

旧宮田光陵中学校旧宮田光陵中学校

光陵グリーンパーク光陵グリーンパーク

宮田小学校宮田小学校

宮田北小学校宮田北小学校

宮田南小学校宮田南小学校

B&G海洋センターB&G海洋センター

宮若東中学校宮若東中学校

旧若宮南小学校旧若宮南小学校

市民体育館市民体育館
中央公民館若宮分館中央公民館若宮分館

旧若宮西小学校旧若宮西小学校

旧山口小学校旧山口小学校

西鞍の丘総合運動公園西鞍の丘総合運動公園

旧吉川小学校旧吉川小学校

遠賀川河川事務所宮田出張所遠賀川河川事務所宮田出張所

山口駐在所山口駐在所

下有木駐在所下有木駐在所

吉川駐在所吉川駐在所

宮田消防署若宮出張所宮田消防署若宮出張所

支所水防倉庫支所水防倉庫

宮若市役所若宮総合支所宮若市役所若宮総合支所

相生会宮田病院相生会宮田病院

宮若警部交番宮若警部交番

宮田消防署宮田消防署
水防倉庫水防倉庫
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