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ご確認
ください

避難情報が変更されました

災害対策基本法の一部改正により、
避難情報が見直されました。
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変更のポイント
①警戒レベル３「高齢者等避難」

 警戒レベル３は、避難を促す対象を明確にするため、「高齢者等避難」に名称
を変更しています（高齢者等の「等」には障がいのある方など避難に時間を要す
る方や避難を支援する方なども含まれます）。高齢者等以外の方も必要に応じ、
普段の行動を見合わせる、避難の準備をする、危険を感じたら自主的に避難する
などの行動をとってください。

②警戒レベル４「避難指示」
 避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル４の避難勧告と避難指示（緊
急）を「避難指示」に一本化しています。これまで避難勧告を発令していたタイ
ミングに、避難指示を発令します。

③警戒レベル５「緊急安全確保」
 災害が発生・切迫し、避難場所などへの避難が安全にできない場合に、自宅や
近隣の建物で緊急的に安全確保するよう促す情報を、警戒レベル５「緊急安全確
保」として位置づけています。ただし、災害が発生・切迫している状況において
市が災害の状況などを確実に把握できるものではないなどの理由から必ずしも発
令される情報ではありません。

2019年台風第19号は「令和元年東日本台風」と命名されるほど全国規
模で被害甚大、狛江市でも床上･床下浸水約300棟を数え、西和泉には自
衛隊が派遣されて道路啓開が行われた。梅雨期の今、線状降水帯が懸念さ
れ、雨の度にこの台風が様々に思い起こされるのではないだろうか。市役
所ホームページ掲載の『令和元年東日本台風 狛江市の記録』をこの機に
是非、振り返っておきたいところだ。
狛江市では、こうした場合の避難所の開設・混雑状況が、パソコンやス
マートフォンで確認できる新しいシステムが稼働することとなった。この
ようなシステムが適切に運用されれば、避難所に行ったけれども満員で中
に入れなかった、ということは数字上はなくなるはずだ。しかしながら、
そうしたシステムの設計にはそもそものってこない様々な事情があること
もあらかじめ考えておきたい。
新システムのネット情報に全ての人がアクセスしている（できる）わけ
ではないから、状況を知らずに押し寄せる人々もいることだろう。最寄り
の避難所が混雑していることがわかっていても、それでは我が家にとって

災害への心構え
を高める

避難所の混雑状況が
確認できます
狛江市は株式会社バカ
ンと協定を締結しまし
た。
パソコンやスマート
フォンなどから、避難所
の位置や開設・混雑状況
を確認することができる
ようになりました。
混雑状況が確認できる
ことで、分散避難、コロ
ナ禍での３密回避につな
がります。

「緊急安全確保」が発令される時代、避難について考えておこう

こまえ安心安全
情報メール

とるべき行動

警戒レベル４までに必ず避難！
変更後

変更前

５

避難情報など

大矢根

リンクはこちら

淳 氏（専修大学教授）寄稿

の次善の避難所はどこなのか。近所の高層マンション、安全な場所にある
知人宅、あるいは車中泊や在宅避難なども耳にする。分散避難が勧められ
ている。避難所での過ごし方、場合によっては数日に及ぶかもしれない避
難生活はどのようになるのだろうか。そこまで考えた場合、用意すべきモ
ノや心構えは？ごく近所の見知った方々と協働することはできるかもしれ
ないが、少し離れた避難所に初めて行ったとしたら？そうした事々を逡巡
して避難をためらう人も出てきそうだ。
そもそも避難所と言っても…。指定避難所、
自主避難所、臨時開設される避難所、福祉避難
所等々、自身・家族の事情に即して、どのタイ
ミングで、どこに身を寄せるべきなのか。一人
悶々とするのではなく、家族や友人と、また、町
会・自治会などで、机上・オンラインで協議し
てみることをお勧めしたい。そして、市の防災訓 専修大学 人間科学部 社会学科
練や防災カレッジにも参加してみるのもよいだろう。 大矢根 淳 教授

避難情報など防災情報を発信！登録無料！

※通信料、パケット料は登録者の負担になります。

配信内容→防犯 ： 不審者情報、特殊詐欺入電情報他/防災 ： 避難指示等の重要な情報他/その他 ： 熱中症警戒アラート他
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中和泉４丁目と駒井町３丁目に各家庭での浸水対策用の土のうステーションがあります。
詳細な場所は洪水ハザードマップなどを確認してください。

止水板設置工事費等
補助金制度
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ハザードマップ確認の重要性
ハザードマップの確認は、自分の避難の必要性を確かめる上で非常に重要です。
洪水ハザードマップを確認する時は、自宅などが洪水浸水想定区域に入ってい
るかどうか、最大想定浸水深が何ｍかに加えて、家屋倒壊等氾濫想定区域に入
っているかどうかも確かめましょう。氾濫流の区域に入っている木造家屋や河
岸侵食の区域内にお住まいの方は、必ず早めに避難するようにしましょう。

web版
風水害時における浸水被害を軽減・防止する
ために、止水板の設置工事などの経費の一部を
補助します。
■対象となる事業
（1）止水板の購入および設置工事
（購入のみも可）
(2)浸水被害防止または軽減に資する関連工事
■補助額
（1）
、(2)ともに、実支出額の２
分の１（各上限20万円）
詳しくは市ホームページをご確
認ください。

狛江市洪水ハザードマップをリニューアルしました

令和３年３月の狛江市防災ガイド改訂にあわせ、web
版狛江市防災マップ・洪水ハザードマップを更新しました。
防災マップでは災害時集合場所や避難所の位置などを確認
することができます。洪水ハザードマップは、その地点の
最大想定浸水深や標高などを表示する機能があります。自
防災マップ・
宅や周辺が何メートル浸水する危険があるか、より細かく 洪水ハザードマップ
確認することができます。
案内ページ

看護資格等
をお持ちの
皆さんへ！

災害時看護職等
ボランティア募集中！

狛江市では、災害時に避
難所や緊急医療救護所で、
医療救護活動などにご協力
いただける方を募集してい
ます。
■対象者
看護師、保健師、助産師など医療に関する資
格をお持ちの方で、災害時にボランティアとし
て活動できる方
■主な活動内容
避難所などでの傷病者に対する応急処置や看
護、避難所における要配慮者の健
康管理、研修や訓練への参加など
登録方法は市ホームページをご確
認ください。

防災協力農地について
狛江市には、市内
農家の皆さんにご協
力いただき、災害時
に活用するための防
災協力農地を設けて
おります。地震など
の災害時に避難場所
として使用します。
現在、市内には６
箇所の防災協力農地
があります。

この看板が目印！

○多摩川氾濫版・野川氾濫版の表示
○最大想定浸水深の表示
○標高の表示
○浸水継続時間マップの表示
○土砂災害警戒区域の表示
○印刷画面の表示（ＰＣ版のみ）
※使用方法は市ホームページに掲載しています。

登録制度詳細について
市ホームページをご確認ください

標高

狛江市役所の浸水深と標高を表示した場合

狛江市防災マップアプリ
web版マップと同様に狛江市防災マップアプリも
最新の内容に更新をしています。 狛江市防災マップ
アプリをインストールしておくことで、通信していな
い状況でも防災マップや洪水ハザードマップを確認す
ることができます。
災害時には市のホームページにアクセスが集中し、
接続しにくくなることがあります。 いつでも見られる
よう狛江市防災マップアプリをスマートフォンなどに
インストールしておきましょう。

iPhoneの方はこちら

農地を所有されている方は防災協力農地制度
登録へのご協力をお願いいたします。（防災協
力農地として使用した場合の損害
に応じた補償もございます。）

Yahoo! 防災速報

web版 洪水ハザードマップの機能紹介

androidの方はこちら

内水ハザードマップを配布しました
「狛江市内水ハザードマップ」を作成し、市内全世帯へ配布しました。大雨によ

って下水道管などからあふれた水（内水）により氾濫した場合を想定した浸水の範

囲と最大の深さ、防ぎ方や避難方法などの情報を示したものです。 洪水ハザード

マップと併せて確認しましょう。

問合せ ：下水道課

03-3430-1３０４

Yahoo!JAPANが提供するスマートフォン向けアプリ「Yahoo ! 防災速報」では「緊急地震速報」や「避難情報」
、急な大雨を予測
する「豪雨予測」などのほかに、
狛江市から発表する避難所の開設情報やライフラインに関する情報などを「自治体からの緊急情報」
として配信しています。※パソコン、従来型携帯端末向けのメールサービスもあります。
Yahoo!防災速報ホームページ▶
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新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺＆悪質商法に注意！少しでも不安に感じたら消費者ホットライン（188番）に相談を。

市内の詐欺被害発生状況
市内の特殊詐欺被害件数

市内の特殊詐欺被害額

28件

被害が増えて
います

約3,773万円

被害が増えて
います

詐欺被害に遭わないために

！

令和３年１〜６月

令和２年１〜６月

令和３年１〜６月

今年に入ってから、市内で28件、約3,773万円の特殊詐欺被害が発生し
ています。＊1
昨年同時期は７件、被害額は約1,419万円でしたので、昨年同時期に比べ
て被害が増えています。
＊1
調布警察署集計（令和３年６月末現在）

注意

今年に入って被害多発中

「キャッシュカードを預かります」はすべて詐欺です！
警察官や市役所職員、銀行員などを装う犯人が自宅を訪問し、キャッシュ
カードをだまし取る被害が、今年に入って市内で13件発生しています。
警察官や市役所職員、銀行員が、ご自宅にキャッシュカードを受け取りに
行くことは絶対にありません。

手口例１

手口例２

警察官を装う手口
あなたの口座から不正にお金が引
き出されています。これから警察
官がご自宅に伺うので、キャッシ
ュカードを渡してください。

市役所職員を
かたる犯人

 役所職員や銀行員
市
を装う手口

銀行員を
かたる犯人

医療費の還付がありま
す。受取りのために使っ
ている銀行を教えてくだ
さい。この後銀行から連
絡があります。
あなたのキャッシュカー
ドは古いので、新しいカ
ードに交換する必要があ
ります。

架空請求詐欺も発生しています
架空請求詐欺の手口例
「サイトの登録料金が未納で
す。本日中にご連絡いただけ
ない場合、法的手続きに移行
します。カスタマーセンター
０３－〇〇〇〇－〇〇〇〇」

インターネットの未納料金が発生してい
るなどの名目で、携帯電話にショートメー
ルが送られ、実際には使用していない料金
の支払いを要求される「架空請求詐欺」被
害が今年に入って市内で３件発生しています。
ショートメールに記載された電話番号に
電話をかけると、
「払わなければ裁判になる」
などと言い、不安をあおる手口です。

引き続き「還付金詐欺」に注意してください
市役所職員などをかたり、
「還付金がある」などと嘘を言ってATMへ誘導し、
お金を振り込ませる「還付金詐欺」被害も、
今年に入って12件発生しています。

還付金詐欺の手口例
市役所〇〇課で
す。医療費の還
付金があります。
封筒が届いてい
ませんか。

注意

（そん な も の
来てたかな…）
見ていません。

市役所から還付金の手続きがされて
いない旨の電話連絡はしません。

こまえ安心安全
情報メール

今ならまだ手続き
が間に合います。
ATMに 行 っ て 手
続きしてください。
ATMでは、還
付金の手続き
や受取りはできません！

注意

特殊詐欺警戒情報を随時発信！登録無料！

常に
留守電に

令和２年１〜６月

犯人と話してしまうと、言葉巧みに騙されてし
まうリスクが高まります。
必要な電話にだけ出るための対策をしましょう。
必要な電話にだけ出る

■常に留守番電話に設定

約1,419万円

７件

！

1 電話が鳴ってもすぐに出ない

在宅時も留守番電話に設
定し、相手の要件を確認し
てから受話器を取る。

■自動通話録音機を使用する
自動通話録音機を自宅の
電話に取り付けると、警告
メッセージが相手に流れる
ため、被害防止に効果的で
す。
狛江市では65歳以上の
方に無料で貸出し中です。
（身分証明書の写し等の持
参で代理の方の申込み可。）
※数に限りがあります。
申込・問合せ 安心安全課

無料
貸出中

03-3430-1190

■迷惑電話防止機能付き電話機を使用する

！

2公
 的機関や銀行などをかたる
電話や訪問に注意

犯人は「市役所です」
「警
察です」「〇〇銀行です」
と、丁寧な口調でもっと
もらしく話します。
公的機関や銀行員など
をかたる電話や訪問があ
ったときは、すぐに真に受けず、自分から公
的機関や銀行に電話をして確認しましょう。

不審な電話や訪問があったら、調布警察署
に通報、相談しましょう。
調布警察署 042-488-0110

3家
 族や知人、
周囲の力で高齢者を守る
「自分の家族は大丈夫」と油断せずに、
家族で対処方法を話し合い、対策をしま
しょう。
また、ATMコーナーで携帯電話で通話
しながら操作している高齢者は、詐欺犯人
と話している可能性が高いです。
そういった高齢者には臆せず声をかけて
操作を中止し、110番通報してください。
家 族 や 地 域、
周 囲 の 力 で、 高
齢者を特殊詐欺
被害から守りま
しょう。

※通信料、パケット料は登録者の負担になります。

配信内容→防犯 ： 不審者情報、特殊詐欺入電情報他/防災 ： 避難指示等の重要な情報他/その他 ： 熱中症警戒アラート他
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11月28日に狛江市総合防災訓練を実施する予定です。
ご参加お願いします！

狛江市総合水防訓練を実施しました
６月20日（日）に令和３年度狛江市総合水防訓練を実施しま
した。
今回の訓練は、令和元年東日本台風と同等の台風が接近すると
いう想定で、災害対策本部訓練や避難所運営訓練、猪方排水樋管
での排水樋管対応訓練などを実施しました。多摩川河川敷では今
年度導入する排水ポンプ車を使用し、狛江市消防団による排水訓
練を実施しました。
各避難所では、
避難所運営協議会の方々などにご協力いただき、

災害対策本部訓練

避難所運営訓練

避難所ごとに設定した洪水による浸水の危険がないスペースを使
用し、新型コロナウイルス感染症対策を考慮した避難所運営訓練
を行いました。
災害時の協定を締結しているコミュニティFM放送局・コマラ
ジ（85.7MHｚ）と連携し、避難情報の伝達などの訓練を実施し
ました。
また、６月６日（日）には調布市と合同で六郷排水樋管周辺に
おける排水樋管対応訓練を実施しました。

消防団による排水訓練

コマラジとの連携訓練

読むだけで防災力がつく！

（?）
コロナ禍で行う、
紙上初
ペーパー防災訓練

外に出る機会が少ない今は、生活環境を安全にするチャンスです。部屋を見回しながら読んでみてくださいね！

❶
● 地震の被害を減らそう！

狛江市の皆さんこんにちは！あなたのいる部屋には、どんな家電・家具
がありますか？長年共に生活してきた家具には、とても愛着が湧きますね。
しかし、地震が起きると、その家具が私たちを襲うかもしれません。東
京消防庁の調査によると、地震によるケ
ガの３割から５割が、実は家具によって
発生しているのです。
テレビや電子レンジの重さは大体１０
キロくらいです。本棚や洋服ダンスは数
１０キロ、冷蔵庫は中身を含めると１００
キロを超えるものが多いでしょう。地震
が起きれば、これらのものがあなたに向
かってくるかも知れません。
さらに、家具によって起こる危険は、ケガだけではありません。２つ目
は火災が起きる危険、３つ目は避難できなくなる危険です。避難ができな
くては、せっかく用意した非常食や防災グッズも役に立ちませんね。

それでは、具体的な対策を、簡単にできることから説明します。一度に
すべてをやるのは大変ですから、まずは普段過ごしている部屋、つまり寝
室やリビングから考えてみてくださいね。

■対策

まずは、少しずつモノを減らしたり、重いモノを低い場所に置いたりす
ることにチャレンジしましょう。今話題の「断捨離」にもつながりますね。
室内のスペースが広がると、生活に余裕ができるかもしれません。

■対策

❷ 住宅火災を防ごう！
●

戸建住宅にお住まいの皆さん、火災予防
には住宅用火災警報器（住警器）が欠かせ
ません。半年に１回は点検して、設置から
１０年たったら交換しましょう。
今、東京消防庁では住警器を点検・交換
している画像を募集しています。メールか
ツイッターで画像を送ると、
・仮 想の新部隊「ゲッコウレスキュー隊」
に任命して、隊のエン
ブレムなどを加工した
画像を返信！
・東 京消防庁の広報用ポ
スターに採用！
・先 着２００名 様 に ゲ ッ コ
ウレスキュー隊公式グ

向きを変える

次に、家具の向きを変えるこ
とにチャレンジしましょう。ベ
ッドに向かって倒れてきそうな
もの、出入り口をふさいでしま
いそうなものは、向きを変えて
おくと安全です。掃除や模様が
えに合わせて、考えてみてください。

■対策

しかし安心してください。逆に言えば、家具の地震対策を実施すれば、
この3つの危険を軽減することができるのです！

モノを減らす

固定する

一番効果的な対策は、家具の固定です。
L型金具やポール式（つっぱり棒）など、
いくつかの方法があります。詳しい方法
は右の二次元バーコード先で確認する
か、消防署にお問合せください。

ッズをプレゼント！
という市民参加型キャンペーンです。ぜひ
ご参加ください。
※ゲッコウとは、ヤモリの学名のことです。
天井や壁に貼りついて静かに「家を守る」
住警器をヤモリに見立てて、キャンペーン
のマスコットキャラクターにしています。

● もっと学ぼう！
❸

YouTube動画やクイズなど、楽しく学べる「リモート
防災学習」コンテンツをたくさん公開して
いますのでご利用ください。また、感染防
止対策を実施しながら実際の防災訓練を行
いたい場合は、消防署にご相談ください。

狛江消防署 地域防災担当
03-3480-0119

災害時は、
狛江のコミュニティＦＭラジオ局コマラジ
（85.7MHz）
からも避難情報などの情報発信を行います！
※コマラジはスマートフォンアプリ「ListenRadio」
（リスラジ）で聴くことができます。

