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はじめに 

このマニュアルは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）の改正に伴い、これまでの「避難

勧告等の判断・伝達マニュアル」から「避難情報の判断・伝達マニュアル」と名称を改め、高齢者

等避難、避難指示、緊急安全確保（以下「避難情報」という。）の発令基準や伝達方法、防災体制

等について、参考とすべき事項を示したものである。 
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1. 避難行動（安全確保行動） 

1.1 避難行動の目的 

「避難行動」は、数分から数時間後に起こるかもしれない自然災害から「生命又は身体を保護

するための行動」である。居住者等は、身の安全を確保するという観点から、災害時に適切かつ

円滑な避難行動をとることができるよう、平時から次に掲げる事項をできる限り事前に明確に把

握するとともに、当該避難行動をとれるよう準備・訓練等をしておく。 

① 災害種別毎に、自宅・施設等がある場所にどのような命を脅かす脅威があるのか 

② それぞれの脅威に対して、どのような避難行動をとれば良いか（避難先、避難経路、避

難手段、家族等との連絡手段等） 

③ どのタイミングで避難行動をとれば良いか 

 

1.2 避難行動の分類（立退き避難、屋内安全確保、緊急安全確保） 

身の安全を確保するためにとる次の全ての行動が避難行動であるが、指定緊急避難場所や安全

な親戚・知人宅等に避難する「1.2.1 立退き避難」が避難行動の基本である。「1.2.1 立退き避

難」、「1.2.2 屋内安全確保」、「1.2.3 緊急安全確保」について表１のとおり整理する。また、避

難行動のイメージ図を図１に示す。 
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表 1 避難行動の整理表 

避難行動 避難先 （詳細） 
居住者等が平時にあらかじめ確

認・準備すべきことの例 

リードタイム※1の

確保の有無 

当該行動をとる 

避難情報 

当該行動が 

関係する 

災害種別 

緊急安全確保 

・安全とは限らな

い自宅・施設等 

・近隣の建物（適切

な建物が近隣にあ

ると限らない） 

・上階へ移動 

・上層階に留まる 

・崖から離れた部屋に移動 

・近隣に高く堅牢な建物があり、か

つ自宅・施設等よりも相対的に安

全だと自ら判断する場合に移動等 

・急激に災害が切迫し発生した場合

に備え、自宅・施設等及び近隣でと

りうる直ちに身の安全を確保する

ための行動を確認等 

リードタイムを確

保できないと考え

られる時にとらざ

るを得ない行動 

警戒レベル５緊

急安全確保（※

津波は避難指示

のみ発令） 

洪水等 

土砂災害 

高潮 

津波 

警戒レベル４までに必ず避難 

立退き避難 安全な場所 

・指定緊急避難場所（小中学校・公

民館、マンション・ビル等の民間施

設、高台・津波避難ビル・津波避難

タワー等） 

・安全な自主避難先（親戚・知人宅、

ホテル・旅館等）等 

・避難経路が安全かを確認・自主避

難先が安全かを確認・避難先への

持参品を確認・地区防災計画や個

別避難計画等の作成・確認等 

リードタイムを確

保可能な時にとる

べき行動（※津波

は突発的に発生す

るため、リードタ

イムの確保の可否

は個 に々異なる） 

警戒レベル３高

齢者等避難警戒

レベル４避難指

示（※津波は避

難指示のみ発

令） 

洪水等 

土砂災害 

高潮 

津波 

屋内安全確保 安全な自宅・施設等 

・安全な上階へ移動※「上階へ移動」

は、自らが居る建物内に限らず、近

隣に身の安全を確保可能なマンシ

ョンやビル等の民間施設がある場

合に、当該建物の上階へ移動（垂直

避難）することも含む・安全な上層

階に留まる等 

・ハザードマップ等で家屋倒壊等氾

濫想定区域、浸水深、浸水継続時間

等を確認し、自宅・施設等で身の安

全を確保でき、かつ、浸水による支

障※2を許容できるかを確認 

・市町村・地域と民間施設間で避難

に関する協定を締結 

・孤立に備え備蓄等を準備等 

リードタイムを確

保可能な時にとり

得る行動 

警戒レベル３高

齢者等避難警戒

レベル４避難指

示 

洪水等 

高潮 

（土砂災害と津波

は自宅・施設等が

外力により倒壊す

るおそれがあるた

め立退き避難が原

則） 
※1 リードタイムとは、指定緊急避難場所等への立退き避難に要する時間のこと。リードタイムを確保可能であれば、基本的には、災害が発生する前までに指定緊急避

難場所等への立退き避難を安全に完了することが期待できる。 

※2 支障の例：水、食糧、薬等の確保が困難になるおそれ、電気、ガス、水道、トイレ等の使用ができなくなるおそれ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 避難行動のイメージ（洪水等・高潮、土砂災害の例） 
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1.2.1 立退き避難 

ハザードマップ等に掲載されている洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域、土砂災害警戒

区域等、高潮浸水想定区域、津波浸水想定等や、そのような区域に指定されていない又はハザー

ドマップ等に掲載されていないものの災害リスクがあると考えられる地域（中小河川沿い、局所

的な低地、山裾等）（以下「災害リスクのある区域等」という。）の居住者等が、自宅・施設等に

いては命が脅かされるおそれがあることからその場を離れ、災害リスクのある区域等の外側等、

対象とする災害に対し安全な場所に移動することが「立退き避難」であり、災対法第 60 条第 1 

項に規定される避難行動の基本である。なお、「立退き避難」は、自らが居る建物から離れ避難

するという意味で「水平避難」と呼称される場合もあれば、浸水から身を守るため上の方に避難

するという意味で「垂直避難」と呼称される場合もある。 

■「立退き避難」の避難先例 

1) 指定緊急避難場所 

（災害の危険から身の安全を確保するために避難する場所として、あらかじめ市町村

が指定した施設・場所。小中学校、公民館、マンション・ビル等の民間施設、高

台・津波避難ビル・津波避難タワー等） 

※指定緊急避難場所と指定避難所については、P10 を参照されたい。 

2) 安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等の自主的な避難先 

（これらが存する場所や避難経路が安全であるかをハザードマップ等であらかじめ確

認するとともに、遠方にある場合は早めに避難する。） 

●当該行動が関係する災害：洪水等、土砂災害、高潮、津波 

●当該行動をとるタイミング：警戒レベル３高齢者等避難、警戒レベル４避難指示の発令時た

だし、津波が発生・切迫した状況で市町村長から発令される避

難情報は「避難指示」である。 

●当該行動は、リードタイム※を確保できる場合にとるべき避難行動 

（津波は突発的に発生するため、リードタイムの確保の可否は不明だが、高台･津波避難ビ

ル･津波避難タワー等の指定緊急避難場所等へ直ちに立退き避難することが基本である。） 

※リードタイムとは、指定緊急避難場所等への立退き避難に要する時間のこと。リードタ

イムを確保可能であれば、基本的には、災害が発生する前までに指定緊急避難場所等へ

の立退き避難を安全に完了することが期待できる。 

 

1.2.2 屋内安全確保 

災害から身の安全を確保するためには災害リスクのある区域等からの「1.2.1 立退き避難」が

最も望ましいが、洪水等及び高潮に対しては、住宅構造の高層化や浸水想定（浸水深、浸水継続

時間等）が明らかになってきていること等から、災害リスクのある区域等に存する自宅・施設等

であっても、ハザードマップ等で自ら自宅・施設等の浸水想定等を確認し、上階への移動や高層

階に留まること（待避）等により、計画的に身の安全を確保することが可能な場合がある。この

行動が「屋内安全確保」であり、居住者等が自らの確認・判断でとり得る行動である。 

ただし、自宅・施設等自体は災害リスクのある区域等にあり浸水するおそれがあるため、「屋

内安全確保」を行うためには少なくとも以下の条件が満たされている必要があり、居住者等が自

ら確認・判断する必要がある。 

①自宅・施設等が家屋倒壊等氾濫想定区域※1 に存していないこと 

②自宅・施設等に浸水しない居室があること 

③自宅・施設等が一定期間浸水することにより生じる可能性がある支障※2を許容できること 
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※1 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発

生することが想定される区域のこと。なお、この区域に指定されていなくても、

一般に河川や堤防に面した場所に自宅･施設等が存していると、災害リスクは高

い。 

※2 支障の例：水、食糧、薬等の確保が困難になるおそれ 

電気、ガス、水道、トイレ等の使用ができなくなるおそれ 
 

■「屋内安全確保」の行動例 

1)自宅・施設等の浸水しない上階への移動（垂直避難と呼称されることもある） 

※「上階への移動」は、自らが居る建物内に限らず、近隣に身の安全を確保可能なマン

ションやビル等の民間施設がある場合に、当該建物の上階へ移動（垂直避難）するこ

とも含んでおり、災害リスクのある区域等の外側の指定緊急避難場所が遠方にある場

合などに避難先の選択肢として検討することが考えられる。 

2)自宅・施設等の浸水しない上層階に留まる（待避） 
 

●当該行動が関係する災害※1：洪水等、高潮 

●当該行動をとるタイミング※2：警戒レベル３高齢者等避難、警戒レベル４避難指示の発令時 

●当該行動は、リードタイムを確保できる場合にとり得る避難行動 

 

※1 土砂災害及び津波については、自宅・施設等が外力により倒壊するおそれがある

ため、立退き避難が推奨されている。 

※2 上階への移動は一般に立退き避難より短時間で行うことができるが、急激な水位

上昇による居室の浸水に備え、立退き避難と同じ警戒レベル３高齢者等避難や警

戒レベル４避難指示が発令されたタイミングで避難することが望ましく、また、

発令されていなくても就寝はあらかじめ安全な上階ですべきである。なお、居室

が浸水すると、家具が倒れたり水圧で扉が開かないなどして居室から身動きが取

れなくなり、上階への移動ができなくなる場合もあることに留意が必要である。 

（参考）災対法第 60 条第 1 項に規定する「必要と認める地域の必要と認める居住者

等」への避難指示の解釈については、本マニュアルP12を参照されたい。 

 

1.2.3 緊急安全確保 

「1.2.1 立退き避難」を行う必要がある居住者等が、適切なタイミングで避難をしなかった又

は急激に災害が切迫する等して避難することができなかった等により避難し遅れたために、災害

が発生・切迫（切迫とは、災害が発生直前、又は未確認だが既に発生している蓋然性が高い状

況）し、指定緊急避難場所等への立退き避難を安全にできない可能性がある状況※に至ってしま

ったと考えられる場合に、そのような立退き避難から行動を変容し、命の危険から身の安全を可

能な限り確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動等する

ことが「緊急安全確保」である。 

ただし、本行動は、災害が既に発生・切迫している状況において避難し遅れた居住者等がとる

次善の行動であるため、本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。例えば、

移動した上階まで浸水したり、崖から離れた部屋まで土石流が流れ込むことがありえ、また、近

隣に相対的に安全な建物があるとは限らない。また、災害が発生・切迫している状況下で市町村

長から警戒レベル５緊急安全確保が発令されるとは限らない。さらに、住居の構造・立地、周囲

の状況等が個々に異なるため、緊急時においては、市町村は可能な範囲で具体的な行動例を示し

つつも、最終的には居住者等自らの判断に委ねざるを得ない。 
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このため、市町村は居住者等への避難情報の周知･普及啓発の際、当該行動をとるような状況

は極めて危険で回避すべきものであり、このような状況に至る前の警戒レベル３高齢者等避難や

警戒レベル４避難指示が発令されたタイミングで避難する必要があることを強調する必要があ

る。 
 

※「避難を安全にできない可能性がある状況」の例は以下のとおり 

（災害発生後） 

・河川が氾濫し、自宅・施設等や避難経路が大規模に浸水している状況 

・避難経路で土砂災害が発生し、通行不可能な状況 

（災害発生直前） 

・立退き避難中に河川が氾濫し、氾濫水や道路の路肩決壊等により被災するおそれがあ

る・立退き避難中に避難経路で土砂災害が発生し被災するおそれがある 

・大雨・夜間の移動は視界が限られ、また、水路・下水道等が氾濫していれば路面が見え

にくくなるため、道路の側溝や蓋が外れたマンホール等に落下するおそれがある 

・暴風による飛散物により被災するおそれがある 

・立退き避難中にアンダーパス等の浸水箇所に車で侵入し、立ち往生するおそれがある 
 

■「緊急安全確保」の行動例（ただし、本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限

らない。） 

1) 洪水等、高潮及び津波のリスクがある区域等においては、自宅・施設等の少しでも浸

水しにくい高い場所に緊急的に移動したり、近隣の相対的に高く堅牢な建物等に緊急的

に移動する。 

2) 土砂災害のリスクがある区域等においては、自宅・施設等の崖から少しでも離れた部

屋で待避したり、近隣の堅牢な建物に緊急的に移動する。 
 

●当該行動が関係する災害：洪水等、土砂災害、高潮、津波 

●当該行動をとるタイミング：警戒レベル５緊急安全確保ただし、津波が発生・切迫した状況

で市町村長から発令される避難情報は「避難指示」である。 

●当該行動は、リードタイムを確保できない場合にとらざるを得ない避難行動 
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1.3 災害種別毎の避難行動の特徴 

災害種別毎に居住者等がとるべき避難行動の特徴は以下のとおりである。 

 

1.3.1 洪水等 

・洪水浸水想定区域等の災害リスクのある区域等の居住者等の避難行動は「1.2.1 立退き避

難」が基本※であるが、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認で

きた場合、自らの判断で「1.2.2 屋内安全確保」することも可能である。 

・洪水等が発生・切迫した場合には「1.2.3緊急安全確保」を行う。 

※屋内安全確保では身の安全を確保できないおそれがあるため立退き避難が必要な場合 

①河川が氾濫した場合に、氾濫流が家屋流失をもたらすおそれがある場合や、山間部等

の流速が速いところで、河岸侵食や氾濫流が家屋流失をもたらすおそれがある場合 

※具体的な区域や河岸侵食の幅の設定に参考になる情報として、国・都道府県が

「家屋倒壊等氾濫想定区域」を設定している場合がある。 

②浸水深が深く、居室が浸水するおそれがある場合や、地下施設・空間のうち、その利

用形態と浸水想定から、居住者・利用者に命の危険が及ぶおそれがある場合 

※住宅地下室、地下街、地下鉄等、道路のアンダーパス部の車両通行、地下工事等

の一時的な地下への立ち入り等にも留意が必要。 

③ゼロメートル地帯のように浸水が長期間継続するおそれがある場合 

・自分がいる場所での降雨はそれほどではなくても、上流部の降雨により急激に河川の水位が

上昇することがあるため、洪水注意報が出た段階や上流に発達した雨雲等が見えた段階で河

川敷等での活動は控える。 

・洪水予報河川及び水位周知河川以外の河川（以下「その他河川」という。）や水路・下水道

等の氾濫により、短時間の集中豪雨等で浸水が発生し、避難情報の発令が間に合わないこと

があることも考慮し、防災気象情報や河川の状況等を注視し、各自の判断で早めに避難行動

をとる。 

・水路・下水道等の氾濫が既に発生している状況においては、氾濫水の勢いで流されたり、足

元が濁水で見えにくくなり道路の側溝や蓋が外れたマンホール等があることに気づかずに落

下したりするなど、指定緊急避難場所等への立退き避難がかえって危険となるおそれがある

ため、他の避難経路の活用や指定緊急避難場所等への立退き避難自体を控えることを検討す

る必要がある場合がある。 

・激しい降雨時には、河川には近づかないようにし、また道路の側溝等が勢いよく流れている

場合は、その上を渡らないようにする。 

・河川によっては、台風が過ぎ去った後や自分がいる場所での降雨が止んだ後であっても、水

位が上昇し氾濫することがあるため、自宅・施設等への帰宅判断は、市町村の避難情報の解

除を踏まえ慎重に行う。  
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1.3.2 土砂災害 

・土砂災害警戒区域等の居住者等の避難行動は「1.2.1 立退き避難」が基本である。これは、

土砂災害が突発的に発生することが多く発生してから避難することは困難であるとともに、

木造住宅を流失・全壊させるほどの破壊力を有しているため、屋内で身の安全を確保するこ

とができるとは限らないためである。 

・土砂災害が発生・切迫した場合には「1.2.3 緊急安全確保」を行う。 

・土石流が想定される区域においては、通常の木造家屋では自宅の 2 階以上に移動しても、

土石流によって家屋が全壊し命が脅かされる場合があることから、指定緊急避難場所等まで

の移動がかえって命に危険を及ぼしかねないと判断されるような状況では、土砂災害警戒区

域等から離れた堅牢な建物（できれば高層階）や河川や渓流から高低差のある高い場所へ移

動することが考えられる。 

・小規模な斜面崩壊（崖崩れ）が想定される区域において、指定緊急避難場所等までの移動が

かえって命に危険を及ぼしかねないと判断されるような状況では、自宅の斜面の反対側 2階

以上に移動することが考えられる。 

・小さな落石、湧き水の濁りや地鳴り・山鳴り等の土砂災害の前兆現象を発見した場合は、直

ちに身の安全を確保する行動をとるとともに、三沢市にすぐに連絡する。 

・土砂災害は、降雨が止んだ後しばらくしてから発生する場合があるため、自宅・施設等への

帰宅判断は、市町村の避難情報の解除を踏まえ行う。 

 

1.3.3 高潮 

・高潮浸水想定区域等の居住者等の避難行動は「1.2.1 立退き避難」が基本※であるが、ハザ

ードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認できた場合、自らの判断で

「1.2.2屋内安全確保」することも可能である。 

・高潮が発生・切迫した場合には「1.2.3 緊急安全確保」を行う。 

※屋内安全確保では身の安全を確保できないおそれがあるため立退き避難が必要な場合 

①高潮時の越波や浸水により、家屋の流失をもたらす場合 

②浸水深が深く、居室が浸水するおそれがある場合や、地下施設・空間のうち、その利用形態

と浸水想定から、居住者・利用者に命の危険が及ぶおそれがある場合 

※住宅地下室、地下街、地下鉄等、道路のアンダーパス部の車両通行、地下工事等の一時的

な地下への立ち入り等にも留意が必要。 

③ゼロメートル地帯のように浸水が長期間継続するおそれがある場合 

・台風接近時には潮位が急激に上昇するため、潮位がまだ低いからという理由で避難しない

と、避難し遅れ被災するおそれがある。台風や温帯低気圧等（以下、「台風等」とする。）の

接近が予想される時には、海沿いや高潮が遡上する河川の周辺には近づかないようにする。 
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1.3.4 津波 

・津波浸水想定区域の居住者等の避難行動は「1.2.1 立退き避難」が基本である。高台、津波

避難ビル・津波避難タワー等の指定緊急避難場所等、可能な限り安全な場所への立退き避難

が考えられる。これは、津波が 

-東日本大震災の際には津波浸水深が1.5～2.0mであっても、木造家屋の倒壊・流失が

約３割であったこと、 

-想定を上回る津波の高さとなる可能性があること、 

-津波は勢いがあるため海岸付近における津波の高さよりも標高が高い地点まで駆け

上がること、 

-地震の揺れによる海岸堤防の破壊や地盤沈下により、津波の浸水範囲が広くなる場

合もあること 

等から、屋内で身の安全を確保することができるとは限らないためである。 

・津波は突発的に発生することから、津波浸水想定等の居住者等は、地震に伴う強い揺れ又は

長時間ゆっくりとした揺れを感じた場合、気象庁の津波警報等の発表や市町村長の避難指示

の発令を待たずに、自主的かつ直ちに可能な限り高く安全な場所に避難する。 

・なお、津波が来襲している状況において、指定緊急避難場所等への立退き避難がかえって危

険であると居住者等が自ら判断する場合には、「1.2.3 緊急安全確保」をとることが考えら

れる。ただし、津波においては基本的には「避難指示」のみが発令される。
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1.4 指定緊急避難場所と指定避難所 

平成 25 年の災対法改正以前は避難場所及び避難所の定義が明確でなかったこともあり、切迫

した災害の種別に対する避難場所の安全性を確認せずに最寄りの避難場所に避難した結果、被災

することもあった。また、緊急的に命の安全を確保するために移動する場所も、被災後に当面の

避難生活を送る場所も、いずれも避難所と呼ばれていた。これらを踏まえ、避難行動をとる際の

安全確保の観点から、平成 25 年の災対法改正により避難場所と避難所を明確に区分することと

し、あらかじめ市が指定緊急避難場所と指定避難所として指定することとなった。指定緊急避難

場所については、洪水等、土砂災害等の災害種別に適した建物等が指定することとなった。 

なお、指定緊急避難場所については、身の安全を確保するために速やかに避難するための場所

であるから、災害時でも使用できる状況を確保するものとされており、行政職員の到着を待たず

とも、自主防災組織をはじめとする居住者等によって開放できるようにしておく必要がある。 

指定緊急避難場所：切迫した災害の危険から身の安全を確保するために避難する場所として、

あらかじめ市町村が指定した施設・場所「指定緊急避難場所の指定に関す

る手引き（平成 29 年 3 月）」 

指定避難所：災害により住宅を失った場合等において、一定期間避難生活をする場所として、

あらかじめ市町村が指定した施設「避難所における良好な生活環境の確保に向け

た取組指針（平成 28 年 4 月）」（指定避難所の指定に関すること） 

【災害対策基本法】 

（指定緊急避難場所の指定） 

第四十九条の四 市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘

案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における

円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又

は場所を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所と

して指定しなければならない。 

２・３ （略） 
 

（指定避難所の指定） 

第四十九条の七 市町村長は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案し、災

害が発生した場合における適切な避難所（避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その

他の者を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災

した住民その他の被災者を一時的に滞在させるための施設をいう。）の確保を図るため、政

令で定める基準に適合する公共施設その他の施設を指定避難所として指定しなければならな

い。 

２・３（略） 
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2. 避難情報と防災気象情報 

2.1 災害対策基本法における避難情報に関する規定 

2.1.1 災対法第 56 条第 2 項…「高齢者等避難」を規定 

第五十六条 市町村長は、法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受け

たとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定によ

り自ら災害に関する警報をしたとき、又は前条の通知を受けたときは、地域

防災計画の定めるところにより、当該予報若しくは警報又は通知に係る事項

を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達しなければならな

い。この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民その

他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してと

るべき避難のための立退きの準備その他の措置について、必要な通知又は警

告をすることができる。 

２     市町村長は、前項の規定により必要な通知又は警告をするに当たつては、要

配慮者に対して、その円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう必要な情報

の提供その他の必要な配慮をするものとする。 

 

（基本的な考え方） 

「高齢者等避難」は、災対法第56条第2項を根拠規定としており、市長が、避難に時間を要す

る高齢者等の要配慮者が安全に避難できるタイミング等の早めの避難を促すための情報提供をす

るなど、要配慮者が円滑かつ迅速に避難できるよう配慮する。この規定に基づき、市長は警戒レ

ベル３高齢者等避難を発令し、避難に時間を要する高齢者等の避難を促すものとする。 

なお、令和3年の災対法改正以前と同様に、「高齢者等避難指示」とはしていない。これは、避

難行動自体が負担になる高齢者等に対して、発令頻度が高く、発令後に災害が発生しないいわゆ

る「空振り」が多い「高齢者等避難」を、拘束力の強い指示という形で発令することが必ずしも

適切ではないためである。 
 

3.1.2 災対法第 60 条第 1 項…「避難指示」を規定 

第六十条  災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体

を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認め

るときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、

避難のための立退きを指示することができる。 

 

（基本的な考え方） 

「避難指示」は、災対法第 60 条第 1 項を根拠規定としており、災害が発生し、又は発生す

るおそれがある場合において、市長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対して、立

退き避難を指示することができる。この規定に基づき、市長は警戒レベル４避難指示を発令し危

険な場所にいる居住者等に対して立退き避難を求めるものとする。 

 

（災害発生時に発令することが想定される警戒レベル４避難指示） 

災対法第 60 条第 1 項には災害が発生した場合においても避難指示を発令することができる

旨が規定されており、洪水等、土砂災害、高潮については、例外的ではあるものの、災害発生後

においても「警戒レベル４避難指示」を発令し、居住者等に対し「1.2.1 立退き避難」を求める

ことは想定されうる。 
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例えば、拡散型の氾濫形態である大河川において氾濫が発生した場合に、氾濫発生箇所から遠

方の地区の居住者等が氾濫発生後であってもリードタイムを確保できるようであれば、市長は当

該居住者等に対し指定緊急避難場所等への立退き避難を求めるために、氾濫発生後に「警戒レベ

ル４避難指示」を発令するといった高度な発令をすることも検討する。 

また、山間部の木造平屋建て中心の集落において土石流が発生した場合に、指定緊急避難場所

が当該集落において唯一の土石流から安全な場所であれば、市長は当該集落の居住者等に対し指

定緊急避難場所等への立退き避難を求めるために、土砂災害発生後に「警戒レベル４避難指示」

を発令することも検討する。 

突発的に発生する津波に対しては、高台、津波避難ビル・津波避難タワー等の指定緊急避難場

所等への立退き避難を求めることが基本であるため、「避難指示」を発令する。 
 

（必要と認める地域の必要と認める居住者等への避難指示の解釈） 

旧災対法第 60 条第 1 項に規定された避難勧告等の発令は、必要な地域の居住者等の「全

員」に対してのみ発令することができる規定であった。このため、避難勧告等の発令対象区域の

居住者等は全員、法律上は立退き避難という避難行動のみが勧告等されることとなっていた。し

たがって、避難勧告等の発令に加え屋内安全確保も呼びかけるということは、立退き避難を居住

者等全員に対して勧告等している一方で、同時に屋内安全確保も促していることとなり、同時に

２つの異なる行動を促していることになっていた（旧災対法第 60 条第 1 項）。 

そのため、令和 3 年の災対法改正において、低層階や平屋の居住者等のその自宅・施設等に

いては全ての居室が浸水し身の安全を確保することができない、即ち必ず立退き避難をすべき居

住者等（=必要と認める居住者等）に対してのみ立退きを指示することができるよう規定を見直

し（災対法第 60 条第 1 項）、上階への移動や高層階に留まること等により屋内で身の安全を確

保できると判断する居住者等に対しては必ずしも立退き避難を指示しないことが可能とされた。

同様の規定は緊急安全確保措置の指示にも適用される（災対法第 60 条第 3 項）。 

これにより、ハザードマップ等の浸水深等の情報を活用し、例えば想定最大規模の洪水浸水想

定区域の家屋倒壊等氾濫想定区域外で 50 cm未満程度の短時間の浸水が想定されている地域の居

住者等のうち、1 階部分にしか居室を有していない居住者等（=必要と認める居住者等）に対し

ては、その場にいては浸水により直接的に命を脅かされるおそれがあることから立退き避難を指

示するとともに、同地域内の2 階以上の高さに居室があり浸水継続時間も短く浸水による生活へ

の支障も限定的であるなど避難行動を特段とる必要がない安全な場所にいると市長が判断できる

居住者等に対しては必ずしも立退き避難を指示しないことが可能となった（図２の右）。 

ただし、居住者等の居住地の地形、住宅構造、家族構成、どの程度の浸水継続時間や生活への

支障等を許容できるか等には個々の違いがあり、市長がそれらを踏まえて、立退き避難をすべき

居住者等のみに警戒レベル４避難指示を発令することは困難であることから、実際の運用では、

従前どおり、発令対象区域の居住者等にまとめて避難情報を発令し、具体的な情報伝達のなか

で、自らの判断で屋内安全確保も検討するよう促す（図２の左）。これにより、発令対象区域内

で立退き避難する居住者等を絞り込むこととなる。なお、このような考え方を踏まえた上での居

住者等への具体の情報伝達例については「4.2 具体的な伝達内容（防災行政無線の伝達文例）」

を参照する。 

また、「1.2.2 屋内安全確保」を指示できる規定にはされていない。これは、当該指示をする

ことによって、身の安全を確保するために最も適切な行動である災害リスクのある区域等からの

立退き避難が必要ないとの誤解を与えるおそれがあるためである。 
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図 2 必要と認める地域の必要と認める居住者等への避難指示のイメージ 

 

2.1.3 災対法第 60 条第 3 項…「緊急安全確保」を規定 

第六十条 

３     災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のため

の立退きを行うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれが

あり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、市町村長は、必要

と認める地域の必要と認める居住者等に対し、高所への移動、近傍の堅固な

建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の

緊急に安全を確保するための措置（以下「緊急安全確保措置」という。）を

指示することができる。 

 

（基本的な考え方） 

「緊急安全確保」は、災対法第 60 条第 3 項を根拠規定としており、災害が発生し、又はま

さに発生しようとしている場合（即ち、「切迫」している状況）において、市長は、指定緊急避

難場所等への「1.2.1 立退き避難」をすることがかえって危険なおそれがある場合等において、

必要と認める地域の必要と認める居住者等に対して、緊急安全確保を指示することができる。こ

の規定に基づき、市長は警戒レベル５緊急安全確保を発令し、いまだ危険な場所にいる居住者等

に対して緊急安全確保を求めるものとする。 

 

（行動の例示の追加） 

令和 3 年の災対法改正前は、指定緊急避難場所等に立退き避難することがかえって危険とな

るおそれがある場合等において指示することができる行動は「屋内での待避その他の屋内におけ

る避難のための安全確保に関する措置」であり、屋内での行動に限られていた（旧災対法第 60 

条第 3 項）。 

しかし、命を守るためにとりうる行動は屋内での行動に限らないことから、令和3年の災対法

改正で、近傍の堅固な建物への退避等、屋外における避難のための立退き以外の緊急的な行動に

ついても指示することができる規定となった（災対法第 60 条第 3 項）。 

なお、「事態に照らし緊急を要する」という要件が加えられた理由については、遠方の指定緊

急避難場所への通常の立退き避難は控えるべきであっても、極めて差し迫った（事態に照らし緊

急を要する）条件下において、近傍の堅固な建物への退避等の緊急的に立退く行動についてはま

だ指示できうるものと考えられるためである。



2. 避難情報と防災気象情報 
2.2 避難情報等と居住者等がとるべき行動（警戒レベルの詳細） 

14 

 

2.2 避難情報等と居住者等がとるべき行動（警戒レベルの詳細） 

警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて５段階に分類した「居住者等がとるべき

行動」と、その「行動を促す情報」（避難情報等：市町村が発令する避難情報と気象庁が発表す

る注意報等）とを関連付けるものである。 

2.2.1 から 2.2.5 について、基本的な事項を表２のとおり整理する。なお、津波については

避難指示に警戒レベルを付さないこととしているが、記述が煩雑にならないよう、本マニュアル

では避難情報全体について記述している場合は避難情報に警戒レベルを付すこととする。 

 

表 2 警戒レベルの一覧表 

避難情報等 居住者等がとるべき行動等 

【警戒レベル５】 

緊急安全確保 

(市町村長が発令) 

●発令される状況：災害発生又は切迫（必ず発令される情報ではない） 

●居住者等がとるべき行動：命の危険直ちに安全確保！  

・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場

合、緊急安全確保する。ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安

全にとることができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安

全を確保できるとは限らない。 

【警戒レベル４】 

避難指示 

(市町村長が発令) 

●発令される状況：災害のおそれ高い 

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から全員避難 

・危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。 

【警戒レベル３】 

高齢者等避難 

(市町村長が発令) 

●発令される状況：災害のおそれあり 

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から高齢者等は避難 

・高齢者等※は危険な場所から避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。 

※避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及

び障害のある人等、及びその人の避難を支援する者 

・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動

を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミン

グである。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居

住者等は、このタイミングで自主的に避難することが望ましい。 

【警戒レベル２】 

大雨・洪水・高潮 

注意報 

(気象庁が発表) 

●発表される状況：気象状況悪化 

●居住者等がとるべき行動：自らの避難行動を確認 

・ハザードマップ等により自宅・施設等の災害リスク、指定緊急避難場所

や避難経路、避難のタイミング等を再確認するとともに、避難情報の把

握手段を再確認・注意するなど、避難に備え自らの避難行動を確認。 

【警戒レベル１】 

早期注意情報 

(気象庁が発表) 

●発表される状況：今後気象状況悪化のおそれ 

●居住者等がとるべき行動：災害への心構えを高める 

・防災気象情報等の最新情報に注意する等、災害への心構えを高める。 
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2.2.1 警戒レベル１早期注意情報（発表者：気象庁） 

●状況⇒「今後気象状況悪化のおそれ」 

警戒レベル１早期注意情報は、気象状況が現在はまだ悪化していないが、数日後までに悪化す

るおそれがある状況において、気象庁から市町村単位を基本として（正式には、翌日までは天気

予報と同じ区分、2 日先から5 日先までは週間天気予報と同じ区分毎に）発表される情報であ

る。具体的には大雨等について、警報級の現象が5日先までに予想されている、つまり大雨等に

ついて警報が発表される可能性がある又は高い場合に発表される情報である。 

早期注意情報は、気象庁のホームページ（https://www.jma.go.jp/bosai/warning/）から地域を

選択することで確認することができるが、居住者等は通常、早期注意情報を踏まえたテレビ・ラ

ジオ等における天気予報によって、今後の気象状況の悪化のおそれについて把握することとな

る。 

なお、台風の進路及び強度（中心気圧、最大風速、最大瞬間風速、暴風警戒域等）の予報につ

いても、平成 31 年より5日先までの予報が発表されている（それまでは3日先まで）。 
 

●居住者等がとるべき行動⇒「災害への心構えを高める」 

居住者等は、防災気象情報等の最新情報に注意する等、災害への心構えを高める必要がある。 

自主的な避難先（親戚・知人宅やホテル・旅館等）の調整や、屋内安全確保をする場合には備

蓄の補充等、時間を要する準備については居住者等の判断で自主的に進めておく。 

 

2.2.2 警戒レベル２大雨・洪水・高潮注意報（発表者：気象庁） 

●状況⇒「気象状況悪化」 

警戒レベル２大雨注意報・洪水注意報・高潮注意報は、それぞれ大雨・洪水・高潮の気象状況

が悪化している状況（それぞれの注意報基準に数時間後に到達する状況）において、気象庁から

市町村単位を基本として発表される情報である。 

これら注意報の発表状況は、気象庁のホームページ（https://www.jma.go.jp/bosai/warning/）

から確認することができるが、居住者等は通常、テレビ・ラジオ等における天気予報によって把

握することとなる。 
 

●居住者等がとるべき行動⇒「自らの避難行動を確認」 

居住者等は、ハザードマップ等により自宅・施設等の災害リスク、指定緊急避難場所や避難経

路、避難のタイミング等を再確認するとともに、避難情報の把握手段を再確認・注意するなど、

避難に備え自らの避難行動を確認する。 

なお、避難するに当たって持参する荷物をまとめる等の避難準備については平時に済ませてお

くことが望ましいが、まだ行っていない場合は、自らが避難するタイミングである警戒レベル３

高齢者等避難や警戒レベル４避難指示が発令される前までに行う。  
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2.2.3 警戒レベル３高齢者等避難（発令者：市長） 

●状況⇒「災害のおそれあり」 

警戒レベル３高齢者等避難は、災害が発生するおそれがある状況、即ち災害リスクのある区域

等の高齢者等が危険な場所から避難するべき状況において、市長が必要な地域の居住者等に対し

発令する情報である。避難に時間を要する高齢者等はこの時点で避難することにより、災害が発

生する前までに指定緊急避難場所等への立退き避難を完了する。 

警戒レベル３高齢者等避難の発令により高齢者等が指定緊急避難場所等に避難し始めることが

想定されるが、指定緊急避難場所が開放されていなくても、市長は適切なタイミングで警戒レベ

ル３高齢者等避難を発令する必要がある。指定緊急避難場所は、市職員が開放するのではなく、

自主防災組織をはじめとした居住者等が開放できるようにし、平時より準備・訓練等を行ってお

く必要がある。 
 

●居住者等がとるべき行動⇒「危険な場所から高齢者等は避難」 

市長が警戒レベル３高齢者等避難を発令した際には、高齢者等は危険な場所から避難する。高

齢者等の「等」には、障害者、乳幼児等の避難に時間を要する人や避難支援者等が含まれること

に留意する。 

具体的にとるべき避難行動は、「1.2.1 立退き避難」を基本とし、洪水等及び高潮に対して

は、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認したうえで自らの判断で

「1.2.2 屋内安全確保」することも可能である。（図２参照） 

また、本情報は高齢者等のためだけの情報ではない。高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等

の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタ

イミングである。例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタ

イミングで自主的に避難することが望ましい。以下、早めの避難が望ましい場所の例である。 

・急激な水位上昇のおそれがある中小河川沿い 

・浸水しやすい局所的に低い土地 

・避難経路が局所的な浸水や土砂災害等により通行止めになり孤立するおそれがある場所 

・突発性が高く予測が困難な土砂災害の危険性がある区域 等 

※避難先が遠方にある場合は、移動に必要な時間だけ早期に避難すべきである 

なお、緊急時に市の職員が指定緊急避難場所を速やかに開放できるとは限らないため、自主防

災組織をはじめとする居住者等が開放できるようにしておく。 

以上を基本とするが、施設管理者等については、施設の実情に合わせた避難支援を行う。 
 

2.2.4 警戒レベル４避難指示（発令者：市長） 

●状況⇒「災害のおそれ高い」 

警戒レベル４避難指示は、災害が発生するおそれが高い状況、即ち災害リスクのある区域等の

居住者等が危険な場所から避難するべき状況において、市長が必要と認める地域の必要と認める

居住者等に対し発令する情報である。居住者等はこの時点で避難することにより、災害が発生す

る前までに指定緊急避難場所等への立退き避難を完了する。 
 

●居住者等がとるべき行動⇒「危険な場所から全員避難」 

市長から警戒レベル４避難指示が発令された際には、居住者等は危険な場所から全員避難す

る。 

具体的にとるべき避難行動は、「1.2.1 立退き避難」を基本とし、洪水等及び高潮に対して

は、ハザードマップ等により屋内で身の安全を確保できるか等を確認したうえで自らの判断で

「1.2.2 屋内安全確保」することも可能である。 
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2.2.5 警戒レベル５緊急安全確保（発令者：市長） 

●状況⇒「災害発生又は切迫」 

警戒レベル５緊急安全確保は、災害が発生又は切迫している状況※、即ち居住者等が身の安全

を確保するために指定緊急避難場所等へ立退き避難することがかえって危険であると考えられる

状況において、いまだ危険な場所にいる居住者等に対し、「1.2.1 立退き避難」を中心とした避

難行動から、「1.2.3 緊急安全確保」を中心とした行動へと行動変容するよう市長が特に促した

い場合に、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し発令される情報である。 

ただし、災害が発生・切迫している状況において、その状況を市が必ず把握することができる

とは限らないこと等から、本情報は市長が必ず発令する情報ではない。また、住居の構造・立

地、周囲の状況等が個々に異なるため、緊急時においては、市は可能な範囲で具体的な行動例を

示しつつも、最終的には住民自らの判断に委ねざるを得ない。したがって、市は平時から居住者

等にハザードマップ等を確認し災害リスクととるべき行動を確認するよう促すとともに、緊急安

全確保は必ずしも発令されるとは限らないことを周知しつつ、緊急安全確保を発令する状況やそ

の際に考えられる行動例を居住者等と共有しておく。 
 

※災害「発生」時の状況の例としては、河川堤防の決壊を含む河川の氾濫発生や、集中的な

土砂災害の発生等が考えられ、また、災害が「切迫」している状況とは、災害が発生直前

又は未確認だが既に発生している蓋然性が高い状況のことであり、その例としては、水位

の推定値等から河川が氾濫している可能性があると判断できる場合や、集中的な土砂災害

が既に発生している可能性が極めて高い気象状況となっている場合、潮位の状況から浸水

が既に発生している可能性が高い場合等が考えられる。このため、本情報は既にリードタ

イムがない、又は明らかに不足している状況において発令されることがある情報である。 
 

（注）災害切迫時に既に警戒レベル５緊急安全確保を発令済みである場合は、災害発生を確

認した場合や、異なる災害種別の複数の災害が切迫した場合（洪水が切迫し発令した後、

土砂災害も切迫した場合等）でも、直ちに身の安全を確保するよう既に求めているため、

同一の居住者等に対し警戒レベル５緊急安全確保を再度発令することがないよう注意する

（1.2.3 緊急安全確保の行動をとるよう繰り返し呼びかけはするべきだが、情報の受け手

が混乱するため再度の「発令」はしない。）。 

複数の災害リスクがある区域においては、例えば洪水への警戒に対し警戒レベル５緊急

安全確保を発令する時点で、土砂災害においても今後同様に災害が切迫することも想定さ

れるため、洪水に対して警戒レベル５緊急安全確保を発令する時点で、少しでも高いとこ

ろへの移動を求めるとともに、少しでも崖から離れることも求める等、両方の災害を警戒

する緊急安全確保行動を求める。 

なお、警戒レベル３高齢者等避難や警戒レベル４避難指示についても、同一の居住者等

に対し同じ避難情報を発令しない。「4.1 情報伝達時の実施・配慮事項」も参照する。 
 

●居住者等がとるべき行動⇒「命の危険直ちに安全確保！」 

市長から警戒レベル５緊急安全確保が発令された際には、居住者等は命の危険があることから

直ちに身の安全を確保する必要がある。 

具体的にとるべき避難行動は、「1.2.3 緊急安全確保」である。 

ただし、本行動は、災害が発生・切迫した段階での行動であり、本来は「1.2.1 立退き避難」

をすべきであったが避難し遅れた居住者等がとる次善の行動であるため、本行動を安全にとるこ

とができるとは限らず、また本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。さら

に、本行動を促す情報を市長が発令するとは限らない。このため、このような状況に至る前の警

戒レベル３高齢者等避難や警戒レベル４避難指示が発令されたタイミングで避難することが極め
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て重要である。 

 

2.2.6 警戒レベルの一覧表（周知・普及啓発用） 

警戒レベルの一覧表は、表３の表記を基本とする。 

警戒レベル５の「緊急安全確保」は、警戒レベル３の高齢者等避難、警戒レベル４の避難指示

に続き行動に関する表現であるため、警戒レベル５で行動すればよいと誤解されるおそれがあ

る。このため、警戒レベル５まで待つことなく警戒レベル４又は警戒レベル３で避難する必要が

あることが十分に伝わり理解が促進されるよう表記する。 

 

表 3 警戒レベルの一覧表（周知・普及啓発用） 
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2.3 避難情報の発令や自主的な避難に資する防災気象情報（警戒レベル相当情報の
詳細） 

居住者等は、災害発生のおそれの高まりに応じ、避難情報や防災気象情報を参考に主体的にと

るべき避難行動等を判断・実施すべきである。 

国・県は、各種の防災気象情報の提供にあたり、参考となる警戒レベルも合わせて提供（警戒

レベル〇相当情報[洪水]、警戒レベル〇相当情報[土砂災害]等を付す）する。これにより、防災

気象情報と警戒レベルの関係性を示し、居住者等が自らの判断による避難行動等を直感的に理解

しやすいものとし、居住者等の主体的な避難行動等を支援する。即ち、警戒レベル相当情報と

は、国・県が発表する防災気象情報（洪水等、土砂災害、高潮）のうち、居住者等が自ら行動を

とる際の判断に参考となる防災気象情報と５段階の警戒レベルとを関連付けるものである。 

市は、居住者等が防災気象情報や画像情報等を有効に活用し、自らの判断で適切に避難行動を

とれるよう促す。そのために、災害時に居住者等が迅速かつ容易にそれらの情報を取得できるよ

う、情報が入手しやすい環境整備を進めるとともに、国・都道府県、メディア等と連携しつつ、

平時からあらゆる機会を活用し、防災気象情報が示す内容とその入手方法等についてわかりやす

く周知する。 

市は、避難情報の発令にあたり防災気象情報を参考にすることから、防災気象情報が示す内容

とその入手方法等について平時より確認し、適時適切な避難情報を発令できるようにしておく。

特に、警戒レベル３相当情報や警戒レベル４相当情報といった居住者等の避難に直結する防災気

象情報を迅速かつ確実に入手し、警戒レベル３高齢者等避難や警戒レベル４避難指示の発令が遅

れないようにする必要がある。また、防災気象情報については発表手法や基準等について今後も

改善が図られることとなるため、最新の状況について把握し活用する。なお、防災気象情報の詳

細については「避難情報に関するガイドライン（内閣府）」別冊資料Ⅰを参照する。 
 

2.3.1 洪水等に関する情報（水位情報がある場合） 

(1) 指定河川洪水予報及び水位到達情報（警戒レベル２相当～５相当情報） 

「指定河川洪水予報」とは、「洪水予報河川（水位等の予測が技術的に可能な流域面積が

大きい河川）」について「現況から数時間先まで」の洪水の危険度を発表するもので、国・

県から発表される。 

「水位到達情報（河川）」とは、「水位周知河川（流域面積が小さく洪水予報を行う時間的

余裕がない河川）」について「現況」の洪水の危険度を発表するもので、国・県から発表さ

れる。三沢市では、古間木川が「水位周知河川」に指定されている。 

「指定河川洪水予報」及び「水位到達情報（河川）」は、予報区域（指定河川洪水予報）

又は発表区域（水位到達情報）（以下「予報区域等」という。）ごとに発表されることになっ

ており、予報区域は一般に数kmから数十kmと河川により異なるが、いずれにしても広い区域

を対象に発表されるものである。このため、よりきめ細かな単位で洪水の危険度を把握した

い場合には、国管理河川であれば「2.3.1(2)国管理河川の洪水の危険度分布（水害リスクラ

イン）」を参照する。 
 

〇氾濫注意情報（警戒レベル２相当情報[洪水]） 

⇒氾濫注意水位（レベル２水位）に到達し、さらに水位の上昇が見込まれるときに発表 
 

〇氾濫警戒情報（警戒レベル３相当情報[洪水]） 

⇒避難判断水位（レベル３水位）に到達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき、あるい

は水位予測に基づき氾濫危険水位（レベル４水位）に達すると見込まれたときに発表 
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〇氾濫危険情報（警戒レベル４相当情報[洪水]） 

⇒氾濫危険水位（レベル４水位）に到達したときに発表 
 

〇氾濫発生情報（警戒レベル５相当情報[洪水]） 

⇒氾濫が発生したときに発表 

 

(2) 国管理河川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）（警戒レベル２相当～５相当情報） 

国管理の洪水予報河川では、水位観測所の水位等に基づき、より短い間隔（200m毎）での

現況水位を推定し、現在の洪水の危険度を表示している。 
 

〇洪水の危険度分布が黄（警戒レベル２相当情報[洪水]） 

⇒基準地点の水位観測所で氾濫注意水位（レベル２水位）を超過したとき、その受け持ち

区域全体が黄に着色される。 
 

〇洪水の危険度分布が赤（警戒レベル３相当情報[洪水]） 

⇒当該箇所で推定される水位が、避難判断水位（レベル３水位）の超過に相当する水位と

なったとき赤に着色される。 
 

〇洪水の危険度分布が紫（警戒レベル４相当情報[洪水]） 

⇒当該箇所で推定される水位が、氾濫危険水位（レベル４水位）の超過に相当する水位と

なったとき紫に着色される。 
 

〇洪水の危険度分布が黒（警戒レベル５相当情報[洪水]） 

⇒当該箇所で推定される水位が、堤防等の高さを超え、氾濫している可能性があるとき黒

に着色される。 
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2.3.2 洪水等に関する情報（水位情報がない場合） 

(1) 洪水警報の危険度分布（警戒レベル２相当～４相当情報） 

「洪水警報の危険度分布」とは、水位情報がないような中小河川、における1kmメッシュ

毎の「3時間先」の洪水の危険度を表示したものであり、気象庁から発表される。 
 

〇「洪水警報の危険度分布」が「注意（黄）」（警戒レベル２相当情報[洪水]） 

⇒3時間先までに流域雨量指数が注意報基準に到達すると予想されるとき 
 

〇「洪水警報の危険度分布」が「警戒（赤）」（警戒レベル３相当情報[洪水]） 

⇒3時間先までに流域雨量指数が警報基準に到達すると予想されるとき 
 

〇「洪水警報の危険度分布」が「非常に危険（うす紫※）」（警戒レベル４相当情報[洪水]） 

⇒3時間先までに流域雨量指数が警報基準を大きく超過した基準に到達すると予想される

とき 

※令和3年災対法改正に伴う警戒レベル相当情報の整理に時間を要するため、令和3年出水

期においては、従前より用いている「非常に危険（うす紫）」が警戒レベル４相当情報

となる。なお、今後技術的な改善を進め、警戒レベル５相当の洪水警報の危険度分布

「黒」の新設を行い、それに伴い警戒レベル４相当の配色は「うす紫」「紫」に変更予

定。それまでの間、警戒レベル相当情報ではないが、危険度分布の「極めて危険（濃い

紫）」を、大雨特別警報（浸水害）が発表された際の警戒レベル５緊急安全確保の発令

対象区域の絞り込みに活用する。 

 

(2) 気象警報等（警戒レベル２、警戒レベル３相当情報、５相当情報） 

「気象警報等」とは、気象現象等によって災害が起こる危険性があるときに、市町村単位

を基本として地方気象台等から発表される情報で、「注意報」「警報」「特別警報」の３種類

がある（洪水についての特別警報はない）。 
 

〇「洪水注意報」（警戒レベル２） 

⇒河川が増水することにより、災害が起こるおそれがあるときに発表 

（3時間先までに流域雨量指数が注意報基準に到達すると予想される区間があるときに

発表） 
 

〇「洪水警報」（警戒レベル３相当情報[洪水]） 

⇒河川が増水することにより、重大な災害が起こるおそれがあるときに発表 

（3時間先までに流域雨量指数が警報基準に到達すると予想される区間が一部でもある

ときに発表） 
 

〇「大雨特別警報（浸水害）」（警戒レベル５相当情報[洪水]） 

⇒大雨により、重大な災害が起こるおそれが著しく大きいときに発表 
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2.3.3 洪水等に関する情報（雨水出水に関する情報） 

(1) 水位到達情報（下水道）（警戒レベル４相当情報のみ） 

「水位到達情報（下水道）」は、雨水出水特別警戒水位（内水氾濫危険水位）への到達情

報を通知及び周知する下水道として指定された下水道において所定の水位に到達した場合に

県又は市から発表する。 
 

〇「内水氾濫危険情報」（警戒レベル４相当情報[雨水出水]） 

⇒雨水出水（内水）による災害の発生を特に警戒すべき水位として雨水出水特別警戒水位

を定め、水位周知下水道の水位がこれに達したときに発表 
 

情報入手方法 

・雨水出水特別警戒水位を定めた各自治体（県又は市）のホームページ 

 

(2) 気象警報等（警戒レベル５相当情報） 

「気象警報等」とは、気象現象等によって災害が起こる危険性がある時に、市町村単位を

基本として地方気象台等からから発表される情報で、「注意報」「警報」「特別警報」の３種

類がある。 
 

〇「大雨特別警報（浸水害）」（警戒レベル５相当情報） 

⇒大雨により、重大な災害が起こるおそれが著しく大きいときに発表 

※水位情報がないような中小河川における氾濫は、2.3.2の外水氾濫、2.3.3の内水氾濫

のいずれによるものかの区別がつかない場合が多いため、これらをまとめて浸水害の

特別警報の対象としているため、[雨水出水]と付さないこととしている。 

※令和３年の災対法改正前は、大雨特別警報（浸水害）は、「住民が自ら行動を取る際

の判断の参考となる情報（警戒レベル相当情報の役割の一つ）」の観点から、災害が

既に発生している蓋然性が極めて高い情報として、警戒レベル５相当情報として位置

付けられていたが、災害が発生したとの情報ではないことから、警戒レベル５災害発

生情報の発令基準例としては用いないこととされていた。令和 3 年災対法改正によ

り、警戒レベル５は災害発生を確認した状況だけではなく、災害が切迫した状況にお

いても発令することができるようになったことから、大雨特別警報（浸水害）は、警

戒レベル５緊急安全確保の発令基準例として用いられることとなった。 

 

2.3.4 土砂災害に関する情報 

(1)大雨警報（土砂災害）の危険度分布（警戒レベル２相当～４相当情報） 

「大雨警報（土砂災害）の危険度分布」とは、1km四方の領域（メッシュ）毎に土砂災害

の危険度を表示したものであり、気象庁から発表される。 
 

〇「大雨警報（土砂災害）の危険度分布」が「注意（黄）」（警戒レベル２相当情報[土砂災

害]） 

⇒2時間先までに土壌雨量指数が注意報基準に到達すると予想されるとき 
 

〇大雨警報（土砂災害）の危険度分布」が「警戒（赤）」（警戒レベル３相当情報[土砂災害]） 

⇒2時間先までに土壌雨量指数が警報基準※に到達すると予想されるとき 

※土砂災害警戒情報の基準から概ね1時間前に到達する土壌雨量指数の値を警報基準と

している 
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〇「大雨警報（土砂災害）の危険度分布」が「非常に危険（うす紫※）」（警戒レベル４相当情

報[土砂災害]） 

⇒2時間先までに土壌雨量指数が土砂災害警戒情報の基準に到達すると予想されるとき 

※令和3年災対法改正に伴う警戒レベル相当情報の整理に時間を要するため、令和 3 年

出水期においては、従前より用いている「非常に危険（うす紫）」が警戒レベル４相

当情報となる。今後技術的な改善を進め、警戒レベル５相当の危険度分布「黒」の新

設を行い、それに伴い警戒レベル４相当の配色は「うす紫」が「紫」に変更予定。そ

れまでの間、危険度分布の「極めて危険（濃い紫）」を、大雨特別警報（土砂災害）

が発表された際の警戒レベル５の発令対象区域の絞り込みに活用する。 

 

(2)気象警報等（警戒レベル２、警戒レベル３相当～５相当情報） 

「気象警報等」とは、気象現象等によって災害が起こる危険性がある時に、市町村単位を

基本として地方気象台等から発表される情報で、「注意報」「警報」「特別警報」の３種類が

ある（洪水についての特別警報はない）。他方、「土砂災害警戒情報」はこのいずれでもな

く、気象台等及び県から共同発表される。 
 

〇「大雨注意報（土砂災害）」（警戒レベル２） 

⇒大雨により、災害が起こるおそれがあるときに発表（2時間先までに土壌雨量指数が注

意報基準に到達すると予想されるメッシュが一部でもあるときに発表） 
 

〇「大雨警報（土砂災害）」（警戒レベル３相当情報[土砂災害]） 

⇒大雨により、災害が起こるおそれがあるときに発表（2時間先までに土壌雨量指数が警

報基準に到達すると予想されるメッシュが一部でもあるときに発表。土砂災害警戒情報

の基準から概ね1時間前に到達する土壌雨量指数の値を警報基準としている。台風接近

時など精度良く予想できる場合は早めに発表する場合がある。） 
 

〇「土砂災害警戒情報」（警戒レベル４相当情報[土砂災害]） 

⇒大雨警報（土砂災害）等が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度が更に高まっ

たときに発表（2時間先までに土壌雨量指数が土砂災害警戒情報の基準に到達すると予

想されるメッシュが一部でもあるときに発表） 
 

〇「大雨特別警報（土砂災害）」（警戒レベル５相当情報[土砂災害]） 

⇒大雨により、重大な災害が起こるおそれが著しく大きいときに発表 

※令和 3 年災対法改正前は、大雨特別警報（土砂災害）は、「住民が自ら行動を取る際

の判断の参考となる情報（警戒レベル相当情報の役割の一つ）」の観点から、災害が

既に発生している蓋然性が極めて高い情報として、警戒レベル５相当情報として位置

付けられていたが、災害が発生したとの情報ではないことから、警戒レベル５災害発

生情報の発令基準例としては用いないこととされていた。令和 3 年災対法改正によ

り、警戒レベル５は災害発生を確認した状況だけではなく、災害が切迫した状況にお

いても発令することができるようになったことから、大雨特別警報（土砂災害）は、

警戒レベル５緊急安全確保の発令基準例として用いられることとなった。 
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2.3.5 高潮に関する情報 

(1) 水位到達情報（海岸）（警戒レベル５相当情報） 

「水位到達情報（海岸）」とは、高潮特別警戒水位への到達情報を通知及び周知する海岸

として指定された海岸において、所定の水位に到達した場合に都道府県から発表される。 

〇「高潮氾濫発生情報」（警戒レベル５相当情報[高潮]） 

⇒水位周知海岸において所定の水位に到達したとき、高潮による氾濫もしくは高波による

越波により浸水が発生したとき又は氾濫したものと推測されるときに発表 
 

(2) 気象警報等（警戒レベル２、警戒レベル３相当～４相当情報） 

「気象警報等」とは、気象現象等によって災害が起こる危険性がある時に、市町村単位を

基本として地方気象台等からから発表される情報で、「注意報」「警報」「特別警報」の３種

類がある。 

〇「高潮注意報」（警戒レベル２） 

⇒高潮により、災害が起こるおそれがあるときに発表 
 

〇「高潮警報に切り替える可能性に言及する高潮注意報」（警戒レベル３相当情報[高潮]） 

⇒数時間先に高潮警報が発表される状況のときに発表 
 

〇「高潮警報」（警戒レベル４相当情報[高潮]） 

⇒高潮により、重大な災害が起こるおそれがあるときに、暴風が吹き始めて屋外への立退

き避難が困難となるタイミングも考慮し、暴風が吹き始める3～6時間前又は潮位が警報

基準に達すると予想される3～6時間前に発表 
 

〇「高潮特別警報」（警戒レベル４相当情報[高潮]） 

⇒高潮により、重大な災害が起こるおそれが著しく大きいときに、暴風が吹き始めて屋外

への立退き避難が困難となるタイミングも考慮し、暴風が吹き始める3～6時間前又は潮

位が警報基準に達すると予想される3～6時間前に発表 
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2.3.6 警戒レベルと警戒レベル相当情報の一覧表（令和３年度出水期時点） 

警戒レベルと警戒レベル相当情報との関係を示すと、表４－１、表４－２のとおりである。な

お、令和 3 年の災対法改正以前からの主な変更点は以下のとおり。 

 

表 4-1 警戒レベルと警戒レベル相当情報の一覧表（変更点の記載あり） 
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表 4-2 警戒レベルと警戒レベル相当情報の一覧表 
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3. 発令基準例 

3.1 避難情報の発令基準等の設定手順 

3.1.1 手順１：「避難情報を発令する対象災害の確認」の基本的な考え方 

過去の災害や今後発生が想定される災害を調査し、避難情報を発令する対象とする災

害を特定する。地域によっては、洪水等と土砂災害、洪水等と高潮、大河川と中小河川

の氾濫など、複数の災害リスクに対し警戒する必要があることもある。 

また、市が避難情報を発令するのは、居住者等の「生命又は身体を災害から保護し、

その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるとき（災対法第 60 条第 1 

項）」であるため、本マニュアルでは、原則として居住者等の命を脅かす危険がある災害

を避難情報の発令対象とする。 
 

3.1.2 手順２：「避難情報の発令対象区域の設定（絞り込み）」の基本的な考え方 

(1) 絞り込みの必要性 

以下の理由から避難情報の発令対象区域は可能な限り絞り込むことが重要である。 

●発令対象区域を絞らず、洪水等、土砂災害、高潮のいずれの災害リスクも想定され

ていない安全な地域の居住者等にまで避難情報を発令することにより、 

・安全な地域の居住者等までもが指定緊急避難場所に避難した場合、混雑や交通渋

滞が発生したり、避難のための移動中に災害に見舞われるおそれ 

・立退き避難自体が身体的な負担になる高齢者等が不必要に避難した場合、身体的

な負担となってしまうおそれ・安全な地域の居住者等から避難の必要性に関する

問合せが市町村に相次ぐおそれ 

・「市内全域」といった漠然とした発令がなされた場合、危険性が低いところまで

対象地域としていると受け止められ、避難情報に対する信頼性を損ねるおそれ

等、様々な支障が生じると考えられるため。 

●災害リスクのある区域等に発令対象区域を絞り込むことにより、 

・自らの居住地が避難情報の対象となっていることを知ることで、災害の危険が自

らに迫っているとの危機感を持ち、自分は災害に遭わないという思い込み（正常

性バイアス）が少なからず取り除かれることが期待されるため。 
 

(2) 絞り込みの基本的な考え方 

避難情報は、災害により命を脅かされる可能性がある居住者等がいる「災害リスクのある

区域等」において、「河川の氾濫や土砂災害等の発生の切迫度（災害の切迫度）が高まって

いる場合」に発令する必要があるので、 

①「防災気象情報の切迫度の高まり」 

②「災害リスクのある区域等」 

との両方が重なり合った場所に、①の防災気象情報に対応する警戒レベルの避難情報を発令

することが基本であり、このようにすることが「発令対象区域を絞り込む」ということであ

る。この②「災害リスクのある区域等」として最も基本的な情報は、 

●災害リスクが公表済みの各種浸水想定区域や土砂災害警戒区域等 

であり、本マニュアルではこれらの情報を用いた発令対象区域の絞り込みについて記

載することとする。 

この他に以下のような情報が考えられるため、市町村は可能な範囲で地域の災害リスクに

ついて把握し絞り込みの参考とする。 

・過去の災害における局所的な浸水箇所や土砂災害の発生箇所 
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・元々河道であった場所など、地域の土地の成り立ちとその土地が本来持っている潜在

的な災害リスクがある箇所 

（治水地形分類図により推定：https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/fc_index.html） 
 

※ 発令対象区域内における発令対象者の考え方について 

令和 3 年の災対法改正により絞り込んだ発令対象区域の居住者等のうち、市長が必要と

認める居住者等に対して避難情報を発令することができるようになった。 

災害時において、市長が、居住者等の居住地の地形、住宅構造、家族構成等の違いを踏ま

えて警戒レベル４避難指示を発令することは困難であることから、実際の運用では、絞り込

んだ発令対象区域の居住者等にまとめて発令し、具体的な情報伝達のなかで、立退き避難を

基本としつつも居住者等の自らの確認・判断で屋内安全確保も可能であることを伝達する方

法も考えられる。市は、居住者等が、自宅・施設等が災害時において立退き避難が必要な場

所なのか、屋内安全確保が可能な場所なのかをあらかじめ確認・認識し、災害時にとるべき

行動を自ら判断できるよう、周知徹底を図る。 

なお、このような考え方を踏まえた上での居住者等への具体的な情報伝達例については

「4.2具体的な伝達内容（防災行政無線の伝達文例）」を基本とする。 
 

(3) 地区名を用いた発令対象区域の伝達例 

上記のとおり発令対象区域は①「防災気象情報の切迫度の高まり」と、②「災害リスクの

ある区域等」の両方が重なりあった場所に発令することとなるが、居住者等に発令対象区域

を伝達する際には、居住者等が理解しやすいよう、また危機意識をより強く持つことができ

るよう、できるだけ細分化した「地区名」と合わせて伝達する。 

ただし、細分化すればするほど市が伝達する地区数が増え、情報が煩雑になる側面もある

ことから、市の実情に応じて「地区の単位」をどの程度にするかを判断する。 
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3.1.3 手順３：「避難情報の発令基準の設定（発令タイミングの設定）」の基本的な考え方 

(1) 発令基準の設定の必要性等 

・緊急時に避難情報の発令タイミングや発令対象区域の判断に迷うことが可能な限りな

いよう、また、避難情報を発令したにもかかわらず災害が発生しない、いわゆる「空

振り」の事態をおそれずに発令基準に基づき避難情報を発令できるよう、平時より

様々な状況を想定した避難情報の発令基準を設定しておく。また、発令基準の運用が

運用する者によって大きく異なることがないよう可能な限り簡潔で明瞭な発令基準に

する。 

・事態が急変し、災害が切迫した場合には、必ずしも警戒レベル３高齢者等避難、警戒

レベル４避難指示、警戒レベル５緊急安全確保の順に発令する必要はなく、段階を踏

まずに状況に応じて適切に発令する。 

・たとえ指定緊急避難場所が未開放であったとしても、また、夜間・未明であったとし

ても、適切なタイミングで避難情報を発令する。 

・想定していない事態が発生した場合であっても、居住者等の身の安全の確保を最優先

に考えた最善の情報提供を行うよう努める。 

(2) 手順３－１：避難情報の発令判断に資する情報 

市長が避難情報を発令するタイミングを判断する際に参考とする情報は、 

・防災気象情報・日没や暴風が吹き始める時刻 

・ダム、堤防や樋門等の施設の状況や操作に関する情報 

・自主防災組織や水防団等の現地からの情報・河川事務所 

・ダム事務所・気象台等からの情報提供（ホットライン） 

等があり、これら入手した情報を参考に、避難情報の発令タイミングを総合的に判断する。 

(3) 手順３－２：避難情報の発令基準の設定（発令タイミングの設定）の基本的な考え方 

いざというときに市長が躊躇なく発令できるよう、市は、河川事務所・気象台等の協力・

助言を積極的に求めながら、具体的でわかりやすい発令基準をあらかじめ設定する。警戒レ

ベル３高齢者等避難及び警戒レベル４避難指示の発令後に高齢者等や居住者等が災害発生前

に指定緊急避難場所等へ立退き避難することができるよう、市長は立退き避難する人のリー

ドタイムを踏まえたタイミングで避難情報を発令する。 

なお、自然現象を対象とするため、あらかじめ定めた発令基準に捉われることなく、防災

気象情報等の様々な予測情報や現地の情報等を有効に活用し、早めに避難情報を発令するな

ど臨機応変な対応が求められる。前線や台風等による大雨や暴風により避難行動が困難にな

るおそれが予見される場合や、浸水や崖崩れ等に伴い避難経路となる道路が通行止めになる

おそれが予見される場合等には、発令対象区域の社会経済活動等の特徴も踏まえつつ、早め

の判断を行う。 

他方、過度に高頻度な避難情報の発令は、情報の軽視につながることも懸念される。発令

基準の設定に当たっては、関係機関の助言も受けつつ、少なくとも過去数年間程度の実例に

則して発令頻度がどの程度になるか確認し、現実的に運用できるか検討する。 

  



3. 発令基準例 
3.2 洪水等の発令基準例等 

30 

 

3.2 洪水等の発令基準 

3.2.1 手順１：発令対象の災害（洪水等） 

本マニュアルでは、原則として居住者等に命の危険を及ぼす洪水等を避難情報の発令対象とす

る。 
 

[洪水予報河川・水位周知河川] 

水防法に基づき、洪水により国民経済上重大な損害又は相当な損害を生ずるおそれがあるも

のとして指定することとされている洪水予報河川及び水位周知河川の増水・氾濫は、避難情報

の発令対象とする。これらの河川については、国・都道府県がそれぞれ指定河川洪水予報と水

位到達情報を発表することとされており、基本的にこの情報に基づいて避難情報の発令基準を

設定する。 
 

[水位周知下水道] 

水防法に基づき、雨水出水（内水氾濫）により相当な被害を生ずるおそれがあるものとして

指定することとされている水位周知下水道がないため、本マニュアルにおいては内水氾濫につ

いて避難情報の発令基準を設定する。 
 

[その他河川等] 

その他河川等の洪水については、国・県からの助言も踏まえ、それぞれの河川特性等に応じ

て避難情報の発令対象とすることを検討する。ただし、その他河川等の氾濫のうち、地形や土

地利用の状況等を基に事前に検討し、以下の３つの条件を満たすことが明らかになった水路・

下水道等の氾濫については、命の危険を及ぼさないと判断されることから発令対象としなくて

もよい。他方、命の危険を及ぼさないと事前に判断した水路・下水道等であっても、氾濫が発

生し、又は発生しそうになった際に、事前の想定を超えて命の危険を及ぼすおそれがあると判

明した場合には、躊躇なく避難情報を発令する。 
 

避難情報の発令対象としない水路・下水道等の条件 

・最大浸水深が床下以下である等、浸水によって居室に命の危険を及ぼすようなおそれがない

と想定される場合 

・河岸侵食や氾濫流により家屋流失をもたらすおそれがないと想定される場合 

・地下施設・空間（住宅地下室、地下街、地下鉄等）について、その利用形態と浸水想定か

ら、その居住者・利用者等に命の危険が及ばないと想定される場合 
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3.2.2 手順２：発令対象区域の設定（洪水等） 

避難情報の発令対象区域は、氾濫する切迫度が高まっている各河川等の洪水ハザードマップや

その基となる各河川等の浸水想定区域を基本として設定する。なお、洪水発生時における実際の

発令にあたっては、河川の状況や、氾濫のおそれがある地点等の諸条件に応じて想定される浸水

区域を考慮して決定する。洪水予報河川、水位周知河川、水位周知下水道に加え、その他河川等

の氾濫についても、河川事務所・気象台等からの助言も踏まえ、それぞれの河川特性等に応じて

区域を設定する。ただし、その他河川等のうち、手順１で水路・下水道等の氾濫について発令対

象としないとした場合、区域設定の対象としなくても良い。 
 

[洪水予報河川・水位周知河川] 

洪水予報河川と水位周知河川では、水防法に基づき公表されている洪水浸水想定区域を参考

に、避難情報の発令対象区域を設定する。 

洪水浸水想定区域は、各地点で想定される最大浸水深を公表しているものである。河川状況

や、決壊、溢水のおそれがある地点等の諸条件を考慮して避難情報を発令するため、市は、洪

水規模別（計画規模、想定最大規模）、決壊地点別に浸水が想定される区域を、あらかじめ河

川事務所等から入手し把握しておく。 
 

[内水氾濫] 

浸水想定区域を市内全域とする。 
 

[その他河川等] 

その他河川等の氾濫についても、国・県からの助言も踏まえ、それぞれの河川特性に応じて

区域を設定する。地形や過去の浸水実績等により災害リスクが把握できる場合もあるため、こ

れらの情報を活用する。なお、設定に当たっては、以下のガイドラインを活用する。 

・地域の水害危険性の周知に関するガイドライン(第2版)（平成30年12月） 
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3.2.3 手順３－１：発令判断に資する情報の詳細（洪水等） 

洪水による被害は河川水位の上昇に伴う堤防の決壊や溢水等によって発生するため、河川の水

位等の状況や、堤防等の施設の操作や異常に係る情報等によって、避難情報の発令を判断する 

(1) 水位の実況値 

[洪水予報河川・水位周知河川] 

洪水被害発生のおそれを判断するための情報としては、水位情報が最も基礎的な情報とな

る。洪水により国民経済上重大な損害又は相当な損害を生ずるおそれがあるものとして、指

定された洪水予報河川と水位周知河川については、洪水のおそれがあると認められるとき

は、国・県が水位等を示して警戒を呼びかけることになっている。 

具体的には、基準となる水位観測所毎に国・都道府県が設定した氾濫危険水位（レベル４

水位）、避難判断水位（レベル３水位）等に到達したとき、又は到達する見込みのときに氾

濫危険情報（警戒レベル４相当情報[洪水]）、氾濫警戒情報（警戒レベル３相当情報[洪

水]）等として水位情報が提供され、氾濫発生が確認された場合に氾濫発生情報（警戒レベ

ル５相当情報[洪水]）が提供されるため、これらを発令基準とする。ただし、水位周知河川

においては、氾濫危険情報（警戒レベル４相当情報[洪水]）以外の情報は発表されない場合

がある。 

さらに、水位観測所の水位が「氾濫開始相当水位」に到達した場合を警戒レベル５緊急安

全確保の発令基準例とし、この水位への到達を予測した際に警戒レベル４避難指示の発令基

準例とする。 

また、国管理河川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）では、観測水位等から詳細

（左右岸200m毎）の現況水位を推定し、その地点の堤防等の高さと比較することで警戒レベ

ル２～５相当の危険度を表示している。 

 

[その他河川等] 

その他河川等については、一般に氾濫危険水位（レベル４水位）、避難判断水位（レベル

３水位）等は設定されておらず氾濫危険情報（警戒レベル４相当情報[洪水]）、氾濫警戒情

報（警戒レベル３相当情報[洪水]）等は提供されていないが、危機管理型水位計等が設置さ

れている場合には、避難情報の発令の基準となる水位を設定し発令基準とするほか、水防活

動開始の目安になる水位が氾濫注意水位（レベル２水位）として設定されている場合には、

当該水位への到達状況を参考にする。水位の観測や基準となる水位の設定がされていない場

合は、水位に代わる情報として、カメラ画像、水防団からの報告等の現地情報を活用した上

で、洪水警報の危険度分布や雨量情報を参考とする。 
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(2) 水位上昇の見込み 

避難情報の発令基準については水位の実況値を基本的な判断材料としつつも、急激な水位

上昇をとらえて前もった対応ができるようにしたり、氾濫発生の前に一定の猶予時間を確保

したりするために、その後の水位上昇の見込みに関する情報を組み合わせることが有効であ

る。 

[洪水予報河川] 

洪水予報河川については、雨量の実況値と予測値、流域形態、地質等によって異なる流

出・流下過程を勘案し、さらにダム等の貯留施設の運用も考慮した上で、水位予測が提供さ

れるため、これを活用して、その後の水位上昇の見込みを把握し、発令の判断材料とする

（水位予測は国管理河川では令和3年出水期から6時間先までが提供されるが、一般的に長時

間先になるほど精度が低いことに注意が必要）。 

 

[水位周知河川・その他河川等] 

水位周知河川、その他河川等では、雨量情報を活用して、その後の水位上昇のおそれを把

握することとなる。地点の雨量やレーダ雨量等の面的な雨量について実況値及び予測値が提

供されるため、河川上流域の雨量情報を判断基準として、その後の水位上昇のおそれを把握

することができる。ただし、河川流域の形態や降雨の継続時間等によって、下流に流出する

洪水の到達時間やピーク水位等が異なることに留意が必要である。これらの雨量情報に加

え、各河川の特性に応じて提供される雨量情報として、当該河川の上流域における降雨を示

す流域平均雨量の実況値や、上流域における降雨の流出・流下過程を簡易的に考慮した洪水

警報の危険度分布や流域雨量指数の予測値を活用して、その後の水位上昇のおそれを把握す

ることもできる。 

また、いずれの河川であっても、避難情報の発令対象区域の河川上流に水位観測所が設置

されている河川については、水位上昇のおそれを把握するために、その水位情報を活用する

こともできる。 
 

(3) 台風情報、洪水警報等 

台風情報や洪水警報等については、防災体制や水防体制の確保や、夜間・未明の避難行動

が想定される場合における夕刻時点で避難情報を発令する際の判断材料とすることができ

る。 

大雨特別警報（浸水害）は、警戒レベル４避難指示に相当する気象状況の次元をはるかに

超える大雨に対して発表されるものであり、その発表時では、既に避難情報が発令されてい

るものと想定され、また、災害が既に発生している蓋然性が極めて高く、避難情報が発令さ

れているにもかかわらず浸水想定区域など災害の危険性が認められている場所からまだ避難

できていない場合は直ちに命を守る行動をとる必要があり、想定しうる最大規模の災害を考

慮し、通常、災害が起きないと思われているような場所においても災害の危険度が高まるこ

とに留意する。 
 

(4) 堤防等の施設に係る情報 

堤防等の施設の異常が確認された場合には、水位や雨量の状況にかかわらず、躊躇なく警

戒レベル４避難指示等を発令する。合流先の河川水位が上昇した場合には水門で逆流を防止

した上で排水ポンプ場により合流先河川へと排水する方法をとっている河川においては、排

水先河川の水位が氾濫危険水位（レベル４水位）等を超えそうになると、排水先河川の堤防

決壊を防止するために排水機場の運転を停止せざるを得なくなる場合がある。このような場

合においては、当該河川の排水ができなくなり氾濫のおそれが急激に高まるため、警戒レベ
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ル５緊急安全確保を発令する。 

ダムの洪水調節容量を使い切る見込みとなり、ダムへの流入量と同程度のダム流下量（放

流量）とする異常洪水時防災操作に移行する場合は、ダム管理者から伝達される放流情報等

をもとに避難情報を発令する。 

判断材料となる情報の入手方法 

市町村は、自ら、防災気象情報や映像情報を収集するととともに、関係機関等から以下の情

報が伝達等されるので、それらも避難情報の発令の判断に活用する。ただし、決して情報待ち

になることなく、自ら情報収集に努めるとともに、必要に応じて、関係機関に助言を求める。 
 

〇水防法等に基づく国・都道府県等からの情報伝達 

水防法等に基づき、指定河川洪水予報や水位到達情報、水防警報、洪水警報等が市長に伝達

される。これらの情報が提供されるタイミング、避難情報の判断に用いる水位観測所の氾濫危

険水位（レベル４水位）等をあらかじめ確認しておく必要がある。また、河川法等に基づきダ

ム管理者から伝達される放流情報等を避難情報発令の判断に活用する。 
 

〇水防団等からの現地の情報 

水防団等から、堤防等の施設の異常にかかる情報の報告があった場合には、その程度の確認

や位置の特定等を速やかに実施する。 
 

〇河川事務所・気象台等からの情報提供 

市長を支援するための情報提供として、専門的知見を有する河川事務所・気象台等の幹部職

員等から、河川や気象等の状況、今後の見通しなどを、市長等に電話等で直接伝える取組（ホ

ットライン）の充実が図られているため、この情報提供を避難情報の発令の判断に活用する。 
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3.2.4 手順３－２：発令基準の設定（洪水等） 

(1)洪水予報河川：高瀬川（小川原湖） 

・対象区域は以下のとおりである。 

・庭構地区（小川原湖と仏沼の間） 

・小川原湖畔地区 

 

・小川原湖観測所（小川原湖中央部）における基準値 

 水防団待機水位 ０．８０ｍ  

氾濫注意水位 １．００ｍ  

避難判断水位 １．６５ｍ  

氾濫危険水位 １．７０ｍ  

 

・対象区域内に居住者がいないため、高齢者等避難等を行う対象者は主に湖水浴客や湖畔

キャンプ場の利用者など一時滞在者を想定するものであり、土地に不案内な者であって

も速やかに避難できるよう案内板等を整備する。 

・対象区域に滞在する者（一時滞在者）に対し、市所管部署から指定管理者等を通じて当

該区域からの退去を呼びかけることとし、危険が及ぶ前に退去を完了しておくこと。 

 

【警戒レベル３】高齢者等避難（洪水予報河川） 

【警戒レベル３】高齢者等避難の発令基準 

１～５のいずれかに該当する場合に、警戒レベル３高齢者等避難を発令する。 

１：指定河川洪水予報により、高瀬川の小川原湖水位観測所の水位が避難判断水位（レ

ベル３水位）である1.65mに到達し、かつ、水位予測において引き続きの水位が上昇

する予測が発表されている場合 

２：指定河川洪水予報により、高瀬川の小川原湖水位観測所の水位が氾濫危険水位（レ

ベル４水位）に到達する予測が発表されている場合（急激な水位上昇による氾濫の

おそれのある場合） 

３：国管理河川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）で「避難判断水位の超過に相

当（赤）」になった場合 

４：堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合 

５：警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等

が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令） 

 

（解説） 

・（発令基準１）避難判断水位（レベル３水位）は、高齢者等の避難に要する時間等を考慮

して設定された水位であることから、この水位に達した段階を警戒レベル３高齢者等避難

の発令基準の基本とする。 

・ただし、避難判断水位（レベル３水位）を超えても、最終的に氾濫危険水位（レベル４水

位）を超えない場合も多い。このため、避難判断水位（レベル３水位）を超えた段階で、

指定河川洪水予報で発表された水位の見込みや河川上流域の河川水位、それまでの降り始

めからの累加雨量、雨域の移動状況等を合わせて判断する。 

・発令基準１、２は、当該河川の指定河川洪水予報において氾濫警戒情報（警戒レベル３相

当情報[洪水]）が発表される際の水位の条件を、発令基準として記述したものである。 
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・避難判断水位（レベル３水位）への到達に加え、その後の水位上昇を確認する情報として

は、発令対象区域を受け持つ水位観測所における、指定河川洪水予報の水位予測を基本と

する。 

・（発令基準２）避難判断水位（レベル３水位）に到達する前であっても、指定河川洪水予

報の水位予測により氾濫危険水位（レベル４水位）を超えるおそれがあるとされた場合に

は、警戒レベル３高齢者等避難を発令する。 

・（発令基準３）国管理河川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）で「避難判断水位の

超過に相当（赤）」になった場合、警戒レべル３高齢者等避難の発令の判断材料とする。 

・（発令基準４）堤防の決壊要因は、水位が堤防を越える場合（越水）に限らず、堤防の浸

透・侵食等も考えられる。このため、堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合、警戒

レベル３高齢者等避難の発令の判断材料とする。 

・（発令基準５）前線や台風等により、夜間・未明に警戒レベル３高齢者等避難を発令する

ような状況（発令基準例１～４に該当する場合等）が想定される場合には、その前の夕刻

時点における警戒レベル３高齢者等避難の発令の判断材料とする。 

 

【警戒レベル４】避難指示（洪水予報河川） 

【警戒レベル４】避難指示の発令基準 

１～６のいずれかに該当する場合に、警戒レベル４避難指示を発令する。 

１：指定河川洪水予報により、高瀬川の小川原湖水位観測所の水位が氾濫危険水位（レ

ベル４水位）である1.70mに到達したと発表された場合 

２：高瀬川の小川原湖水位観測所の水位が氾濫危険水位（レベル４水位）である1.70mに

到達していないものの、高瀬川の小川原湖水位観測所の水位が堤防天端高（又は背

後地盤高）に到達することが予想される場合 

３：国管理河川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）で「氾濫危険水位の超過に相

当（紫）」になった場合 

４：堤防に異常な漏水・侵食等が発見された場合 

５：警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、

夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令） 

６：警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、立退き

避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合（立退き避難中

に暴風が吹き始めることがないよう暴風警報の発表後速やかに発令） 

※夜間・未明であっても、発令基準１～５に該当する場合は、躊躇なく警戒レベル４避

難指示を発令する。 

 

（解説） 

・（発令基準１）当該河川の指定河川洪水予報において氾濫危険情報（警戒レベル４相当情

報[洪水]）が発表される際の水位の条件を、発令基準として記述したものである。 

・氾濫危険水位（レベル４水位）は、河川水位が相当の家屋浸水等の被害が生じる氾濫のお

それのある水位であることから、その後の水位上昇の見込みにかかわらず、この水位に達

した段階を警戒レベル４避難指示の発令基準の基本とする。 

・ただし、洪水予報河川の水位観測所の受け持ち区域は長いため、市域の堤防等の整備状況

を踏まえた危険箇所、危険水位等を把握し、警戒レベル４避難指示の発令の判断材料とす

る。 

・（発令基準２）氾濫危険水位（レベル４水位）に到達する前であっても、氾濫開始相当水
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位である1.70mに到達するおそれがあるとされた場合には、警戒レベル４避難指示を発令

する。 

・（発令基準３）国管理河川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）で「氾濫危険水位の

超過に相当（紫）」になった場合、警戒レべル４避難指示の発令の判断材料とする。 

・（発令基準４）堤防の決壊要因は、水位が堤防を越える場合（越水）に限らず、堤防の浸

透・侵食等も考えられる。このため、水防団等からの報告によって異常な漏水・侵食等の

状況を把握した場合、警戒レベル４避難指示の発令の判断材料とする。 

・（発令基準５）前線や台風等により、夜間・未明に警戒レベル４避難指示を発令するよう

な状況（発令基準例１～４に該当する場合等）が想定される場合には、その前の夕刻時点

における警戒レベル４避難指示の発令の判断材料とする。他方、避難情報を発令していな

いなか急速な状況の悪化等により夜間・未明になって発令基準例１～４に該当した場合

は、躊躇なく警戒レベル４避難指示を発令する。 

・（発令基準６）警戒レベル４避難指示の発令が必要となる（発令基準例１～４に該当する

場合等）ような強い降雨を伴う台風等が、立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・通過

することが予想される状況で気象庁から暴風警報が発表された場合、警戒レベル４避難指

示の発令の判断材料とする（暴風警報の発表後3時間後には暴風となるおそれがある）。 

 

【警戒レベル５】緊急安全確保（洪水予報河川） 

【警戒レベル５】緊急安全確保の発令基準 

「立退き避難」を中心とした行動から「緊急安全確保」を中心とした行動変容を特

に促したい場合に発令することとし、以下の１～５のいずれかに該当する場合とす

る。ただし、以下のいずれかに該当した場合に必ず発令しなければならないわけでは

なく、また、これら以外の場合においても居住者等に行動変容を求めるために発令す

る。 

（災害が切迫） 

１：高瀬川の小川原湖水位観測所の水位が堤防天端高（又は背後地盤高）に到達してい

る蓋然性が高い場合 

２：国管理河川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）で「氾濫している可能性

（黒）」になった場合 

３：堤防に異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべり等により決壊のおそれが高まった場

合 

４：樋門・水門等の施設の機能支障が発見された場合や排水機場の運転を停止せざるを

えない場合（支川合流部の氾濫のため発令対象区域を限定する） 

（災害発生を確認） 

５：堤防の決壊や越水・溢水が発生した場合（指定河川洪水予報の氾濫発生情報（警戒

レベル５相当情報[洪水]）、水防団からの報告等により把握できた場合） 

※発令基準１～４を理由に警戒レベル５緊急安全確保を発令済みの場合、発令基準５の

災害発生を確認しても、同一の居住者等に対し警戒レベル５緊急安全確保を再度発令

しない。具体的な災害の発生状況や考えられる被害、とり得る行動等を可能な限り居

住者等に伝達する。 

 

（解説） 

（災害が発生直前又は既に発生しているおそれ） 

・（発令基準１）河川の水位が堤防を越える場合には、決壊につながることが想定されるた
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め、警戒レベル５緊急安全確保の発令の判断材料とする。具体的には、水位観測所の水位

が、氾濫開始相当水位に到達した場合を警戒レベル５緊急安全確保の発令の判断材料とす

る。 

・なお、河川事務所等の助言等を踏まえ、水位観測所の水位が堤防天端高（又は背後地盤

高）に間もなく到達することが明らかな場合には、到達前に発令する。 

・（発令基準２）国管理河川の洪水の危険度分布（水害リスクライン）で「氾濫している可

能性（黒）」になった場合、警戒レべル５緊急安全確保の発令の判断材料とする。 

・（発令基準３）堤防の決壊要因は、水位が堤防を越える場合（越水）に限らず、堤防の浸

透・侵食等も考えられる。このため、水防団等からの報告によって、異常な量の漏水、侵

食の進行、亀裂・すべり等の異常現象が確認された場合であり、かつ、堤防決壊等の氾濫

に直結するような重篤な異常の場合は、警戒レベル５緊急安全確保の発令の判断材料とす

る。 

・（発令基準４）樋門・水門等の施設の機能支障が確認された場合や、当該洪水予報河川の

水位が上昇したために排水機場の運転を停止せざるをえない場合は、当該洪水予報河川へ

の排水ができなくなり支川での氾濫のおそれが急激に高まるため、発令対象区域は支川合

流部の氾濫により浸水のおそれがある範囲に限定したうえで、警戒レベル５緊急安全確保

の発令の判断材料とする。 

 

（災害発生を確認） 

・（発令基準５）氾濫発生情報（警戒レベル５相当情報[洪水]）や水防団からの報告等をも

とに決壊や越水・溢水を把握した場合は、命の危険があり緊急的に身の安全を確保するよ

う促す必要があるので、警戒レベル５緊急安全確保の発令の判断材料とする。 

・なお、大河川においては、河川から離れた市町村及び下流域の市町村が警戒レベル４避難

指示を発令していない状況で氾濫が発生した場合、氾濫水の到達までに時間的猶予がある

ことから（リードタイムがあることから）、市の実情によっては氾濫発生情報（警戒レベ

ル５相当情報[洪水]）を基に警戒レベル４避難指示等を発令する。 
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(2) 水位周知河川：古間木川 

・対象区域は以下のとおりである。 

・本町地区 

・新町地区 

・薬師（古間木山）地区 

・古間木地区 

 

・古間木川水位観測所（古間木３号橋下流）における基準値 

 水防団待機水位 ０．６０ｍ  

氾濫注意水位 ０．７０ｍ  

避難判断水位 ０．８０ｍ  

氾濫危険水位 ０．９４ｍ  

 

【警戒レベル３】高齢者等避難（水位周知河川） 

【警戒レベル３】高齢者等避難の発令基準 

１～４のいずれかに該当する場合に、警戒レベル３高齢者等避難を発令する。 

１：古間木川の古間木水位観測所の水位が避難判断水位である0.80mに到達した場合 

２：古間木川の古間木水位観測所の水位が一定の水位（0.70m）を超えた状態で、大量又

は強い降雨が見込まれ、急激な水位上昇のおそれがある場合 

３：堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合 

４：警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等

が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令） 

 

（解説） 

・水位周知河川は、洪水予報河川と比較して流域面積が小さいため、降雨により急激に水位

が上昇する場合が多く、短時間で氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）（レベル４水位）に

到達するケースがある。このような水位の急上昇に備え、早い段階から台風情報や気象警

報等、予測情報を活用して防災体制、水防体制を整えておく。 

・（発令基準１）発令基準１は、当該河川の水位到達情報において氾濫警戒情報（警戒レベ

ル３相当情報[洪水]）が発表される際の水位の条件を、発令基準として記述したものであ

る。なお、水位周知河川では、避難判断水位（レベル３水位）が設定されていない場合

や、水位上昇速度が速く氾濫警戒情報が発表されない場合もあることに留意する。 

・避難判断水位（レベル３水位）は、高齢者等の避難に要する時間等を考慮して設定された

水位であることから、この水位に達した段階を発令基準の基本とする。 

・（発令基準２）避難判断水位（レベル３水位）に到達する前であっても、河川事務所等と

相談の上、一定の水位を設定しておき、その水位を超え、急激な水位上昇のおそれがある

場合には、警戒レベル３高齢者等避難を発令する。基準とする水位は、氾濫注意水位（レ

ベル２水位）を参考とする。 

・（発令基準３）堤防の決壊要因は、水位が堤防を越える場合（越水）に限らず、堤防の浸

透・侵食等も考えられる。このため、堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合、警戒

レベル３高齢者等避難の発令の判断材料とする。 

・（発令基準４）前線や台風等により、夜間・未明に警戒レベル３高齢者等避難を発令する

ような状況（発令基準例１～３に該当する場合等）が想定される場合には、その前の夕刻
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時点における警戒レベル３高齢者等避難の発令の判断材料とする。 
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【警戒レベル４】避難指示（水位周知河川） 

【警戒レベル４】避難指示の発令基準 

１～５のいずれかに該当する場合に、警戒レベル４避難指示を発令する。 

１：古間木川の古間木水位観測所の水位が氾濫危険水位である0.94mに到達した場合 

２：古間木川の古間木水位観測所の水位が一定の水位（0.8m）を超えた状態で、大量又

は強い降雨が見込まれる場合 

３：堤防に異常な漏水・侵食等が発見された場合 

４：警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、

夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令） 

５：警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、立退き

避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合（立退き避難中

に暴風が吹き始めることがないよう暴風警報の発表後速やかに発令） 

※夜間・未明であっても、発令基準１～３に該当する場合は、躊躇なく警戒レベル４避

難指示を発令する。 

 

（解説） 

・水位周知河川は、流域面積が大きくないことから、急激に水位が上昇することがあるた

め、警戒レベル３高齢者等避難を発令していなくても、段階を踏まずに警戒レベル４避難

指示を発令する場合がある。 

・（発令基準１）当該河川の水位到達情報において氾濫危険情報（警戒レベル４相当情報[洪

水]）が発表される際の水位の条件を、発令基準として記述したものである。 

・氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）（レベル４水位）は、河川水位が相当の家屋浸水等の

被害が生じる氾濫のおそれのある水位であることから、この水位に達した段階を発令基準

の基本とする。 

・（発令基準２）氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）（レベル４水位）に到達する前であって

も、河川事務所等と相談の上、一定の水位を設定しておき、その水位を超え、さらに急激

な水位上昇のおそれがある場合には、警戒レベル４避難指示を発令する。基準とする水位

は、避難判断水位（レベル３水位）や氾濫注意水位（レベル２水位）を参考とする。 

・（発令基準３）堤防の決壊要因は、水位が堤防を越える場合（越水）に限らず、堤防の浸

透・侵食等も考えられる。このため、水防団等からの報告によって堤防の異常な漏水・侵

食等が発見された場合、警戒レベル４避難指示の発令の判断材料とする。 

・（発令基準４）前線や台風等により、夜間・未明に警戒レベル４避難指示を発令するよう

な状況（発令基準例１～３に該当する場合等）が想定される場合には、その前の夕刻時点

における警戒レベル４避難指示の発令の判断材料とする。他方、避難情報を発令していな

いなか急速な状況の悪化等により夜間・未明になって発令基準例１～３に該当した場合

は、躊躇なく警戒レベル４避難指示を発令する。 

・（発令基準５）警戒レベル４避難指示の発令が必要となる（発令基準例１～３に該当する

場合等）ような強い降雨を伴う台風等が、立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・通過

することが予想される状況で気象庁から暴風警報が発表された場合、警戒レベル４避難指

示の発令の判断材料とする（暴風警報の発表後3時間後には暴風となるおそれがある）。 
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【警戒レベル５】緊急安全確保（水位周知河川） 

【警戒レベル５】緊急安全確保の発令基準 

「立退き避難」を中心とした行動から「緊急安全確保」を中心とした行動変容を特

に促したい場合に発令することとし、以下の１～３のいずれかに該当する場合とす

る。ただし、以下のいずれかに該当した場合に必ずしも発令するものではない。 

 

（災害が切迫） 

１：古間木川の古間木水位観測所の水位が、計画高水位である1.09mに到達した場合 

２：堤防に異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべり等により決壊のおそれが高まった場

合 

（災害発生を確認） 

３：堤防の決壊や越水・溢水が発生した場合（水防団からの報告等により把握できた場

合） 

※発令基準１～２を理由に警戒レベル５緊急安全確保を発令済みの場合、発令基準３の

災害発生を確認しても、同一の居住者等に対し警戒レベル５緊急安全確保を再度発令

しない。具体的な災害の発生状況や考えられる被害、とり得る行動等を可能な限り居

住者等に伝達することに注力する。 

 

（解説） 

（災害が発生直前又は既に発生しているおそれ） 

・（発令基準１）河川の水位が堤防を越える場合には、決壊につながることが想定されるた

め、警戒レベル５緊急安全確保の発令の判断材料とする。具体的には、水位観測所の水位

が、氾濫開始相当水位に到達した場合を警戒レベル５緊急安全確保の発令の判断材料とす

る。また、この氾濫開始相当水位については、平時より河川事務所等から情報提供を受け

ておく必要がある。 

・なお、河川事務所等の助言等を踏まえ、水位観測所の水位が氾濫開始相当水位に間もなく

到達することが明らかな場合には、到達前に発令することが妨げられるものではない。こ

のような切迫した状況では、適時の助言を受けることができるとは限らないことから、市

町村は、平時に明確な発令基準を定め、緊急時において発令判断を行うことができるよう

にしておくことが重要である。 

・（発令基準２）堤防の決壊要因は、水位が堤防を越える場合（越水）に限らず、堤防の浸

透・侵食等も考えられる。このため、水防団等からの報告によって堤防に漏水、侵食の進

行、亀裂・すべり等の異常現象が確認され、かつ堤防決壊等の氾濫に直結するような重篤

な異常を発見した場合は、警戒レベル５緊急安全確保の発令の判断材料とする。 

 

（災害発生を確認） 

・（発令基準３）水防団からの報告等によって決壊や越水・溢水を把握した場合は、命の危

険があり緊急的に身の安全を確保するよう促す必要があるので、警戒レベル５緊急安全確

保の発令の判断材料とする。（水位到達情報の氾濫発生情報（警戒レベル５相当情報[洪

水]）は必ず発表されるものではない。） 
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(3) 内水氾濫 

・対象区域は以下のとおりである。 

・市内全域 

 

・内水氾濫地域における浸水は、命を脅かされる危険性が極めて小さく、また、避難のた

めに浸水している場所を移動することは、むしろ危険な場合が多いことから、浸水被害

が発生した場合であっても屋内安全確保を原則とし、基本的に避難情報等は発令しな

い。 

・内水氾濫地域であっても浸水深が２ｍを超える場所や地下施設等については、命を脅か

される危険性があることから、自主的に立ち退き避難を行うものとする。 

・基本的に避難情報等は発令しないため、住民自らが避難行動（屋内安全確保）をとるた

めの判断をする必要があることから、住民に対し、自宅への浸水を防止するための備え

や浸水したときに待避する場所を決めておくなどの事前対策について周知すること。 

・重大な被害が生じることが想定される場合や命を脅かすおそれがある浸水が発生したこ

とを把握した場合等は、警戒レベル５緊急安全確保を発令する。 
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3.3 土砂災害の発令基準 

3.3.1 手順１：発令対象の災害（土砂災害） 

本マニュアルで対象とする土砂災害は、大雨に伴う急傾斜地の崩壊、土石流とする。 

火山噴火に伴う降灰後の土石流、河道閉塞に伴う土砂災害については、土砂災害防止法に基づ

く土砂災害緊急情報を基に、避難情報が判断・伝達されること、深層崩壊、山体の崩壊について

は、技術的に予知・予測が困難であることから、基本的に対象としていない。ただし、深層崩壊

のおそれが高い渓流等においては降雨の状況等に応じ、避難情報の範囲を広げることを検討す

る。 

また、地滑りについては、危険性が確認された場合、国・県等が個別箇所毎の移動量等の監

視・観測等の調査を行う。その調査結果又は土砂災害防止法に基づく緊急調査の結果として発表

される土砂災害緊急情報を踏まえ、市として避難情報を発令する。 

 

3.3.2 手順２：発令対象区域の設定（土砂災害） 

避難情報の発令対象区域は、土砂災害の危険度分布において危険度が高まっているメッシュと

重なった土砂災害警戒区域等に避難情報を発令することを基本とする（土砂災害警戒区域等を避

難情報の発令の対象としてあらかじめ定めておく）。状況に応じて、その周辺の発令区域も含め

て避難情報を発令することを検討する。 

避難情報の発令単位としては、市の面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて、市をいくつか

の地域にあらかじめ分割して設定しておく。その上で、豪雨により危険度の高まっているメッシ

ュ又は災害の発生箇所が含まれる地域内の全ての土砂災害警戒区域等に対して避難情報を発令す

る。 

この地域分割の設定については、情報の受け手である居住者・施設管理者等にとっての理解の

しやすさ及び情報発表から伝達までの迅速性の確保等の観点から設定する。市では、土砂災害警

戒区域を基本とし、避難行動における共助体制を考慮して対象区域に近接する下表の区域を単位

に発令する。避難情報が発令された場合、当該地域内に存在する土砂災害警戒区域等の居住者等

が立退き避難の対象となる。 

例えば、図３のように土砂災害を警戒するための避難情報の発令対象区域を例に挙げると、①

の大雨警報（土砂災害）の危険度分布の警戒レベル４相当情報「非常に危険（うす紫）」や警戒

レベル３相当情報「警戒（赤）」が表示されているメッシュと、②のハザードマップ上の土砂災

害警戒区域等とが重なった地域に、警戒レベル４避難指示や警戒レベル３高齢者等避難を発令す

ることを基本とする。 
 

全域の土砂災害警戒区域 

・小川原湖畔 

・市民の森 

・姉沼 

・駒沢、清水（猫又） 

・上久保、花園町 

・本町、新町 

・栄町、本町４丁目、薬師（古間木山） 

・古間木、春日台 

 

※「3.1.2手順２：「避難情報の発令対象区域の設定（絞り込み）」の基本的な考え方」も参照

する。  
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図 3 土砂災害が想定される際の避難情報の発令対象区域 
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3.3.3 手順３－１：発令判断に資する情報の詳細（土砂災害） 

土砂災害が発生するかどうかは、土壌や斜面の勾配、植生等が関係するが、避難情報発令の視

点では、降った雨が土壌中に水分量としてどれだけ貯まっているかを表す土壌雨量指数等の長期

降雨指標と60分間積算雨量等の短期降雨指標を組み合わせた基準を用いている土砂災害警戒情報

と、さらに細かい単位で提供される「土砂災害の危険度分布（最大2～3時間先までの予測雨量を

もとに土砂災害の危険度を計算）」が判断の材料となる。 

土砂災害に関する防災気象情報は以下のとおり。 

①大雨警報（土砂災害）    ：警戒レベル３高齢者等避難の発令基準例 

（なお、大雨注意報において、夜間～翌日早朝に大雨警報（土砂

災害）に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合も警戒

レベル３高齢者等避難の発令の判断材料とする。） 

②土砂災害警戒情報      ：警戒レベル４避難指示の発令基準例 

③大雨警報（土砂災害）の危険度分布：避難情報の発令基準例 

（1kmメッシュで、気象庁により提供されている） 

（危険度の判定には2時間先までの雨量及び土壌雨量指数の予測値

を使用） 

④土砂災害危険度情報     ：避難情報の発令基準例 

（1～5kmメッシュで、都道府県により提供されている） 

⑤大雨特別警報（土砂災害）：警戒レベル５緊急安全確保の発令基準例 

 

※①②⑤は市町村を基本とした単位で発表されるが、避難情報の発令対象区域は「3.3.2手

順２：発令対象区域の設定（土砂災害）」のとおり、適切に絞り込む必要がある 

※本マニュアルでは、③と④をまとめて「土砂災害の危険度分布」と呼ぶ 

 

上記①②の情報は、土地を1kmメッシュの格子単位で区切った場所毎の60分間積算雨量や土壌

雨量指数等の状況を評価し、発表区域に係るメッシュのいずれか一つでも基準を超過すると予想

された場合に、市町村単位で発表されている。しかし、発表された市町村内における危険度には

地域差があることから、市は、あらかじめ設定した避難情報の発令単位と土砂災害の危険度分布

とを参照し、避難情報の対象区域及び発令の判断をする。 

ただし、「土砂災害の危険度分布」の計算は累積雨量とその時点から最大2～3時間先までの予

測雨量をもとに計算されていることから、3～4時間以上先の状況を勘案したものではない。この

ため、短時間に発達する局地的な大雨があった場合、警戒レベル３高齢者等避難を発令した後、

時間をおかずに土砂災害発生への警戒を要する場合もあることを認識する必要がある。 

また、土砂災害の危険度分布は3時間以上先の状況を評価出来ないため、降水短時間予報、府

県気象情報、大雨警報（土砂災害）・注意報に記載される警報級の時間帯や予想される24時間降

水量等を参考に、当日夕方の時点で翌朝までの大雨が想定される場合は、警戒レベル３高齢者等

避難又は警戒レベル４避難指示の発令を検討する。 

大雨特別警報（土砂災害）は、警戒レベル４避難指示に相当する気象状況の次元をはるかに超

える大雨に対して発表されるものであり、その時点では、既に避難情報が発令されているものと

想定され、また、既に災害が発生している蓋然性が極めて高く、土砂災害警戒区域など災害リス

クのある区域等からまだ避難できていない場合は、命の危険があるため、直ちに身の安全を確保

する必要があり、想定しうる最大規模の災害を考慮し、通常、災害が起きないと思われているよ

うな場所においても災害の危険度が高まることに留意する。 
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3.3.4 手順３－２：発令基準の設定（土砂災害） 

【警戒レベル３】高齢者等避難（土砂災害） 

【警戒レベル３】高齢者等避難の発令基準 

１～２のいずれかに該当する場合に、警戒レベル３高齢者等避難を発令する。 

１：大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当情報[土砂災害]）が発表され、かつ、土

砂災害の危険度分布が「警戒（赤）」（警戒レベル３相当情報[土砂災害]）となった

場合（※大雨警報（土砂災害）は市町村単位を基本として発表されるが、警戒レベ

ル３高齢者等避難の発令対象区域は適切に絞り込むこと） 

２：警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等

が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（大雨注意報が発表さ

れ、当該注意報の中で、夜間～翌日早朝に大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相

当情報[土砂災害]）に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合など）（夕

刻時点で発令） 
 

注1 上記１～２以外についても、雨量と土砂災害発生との関係に関する知見等に基づ

き設定が可能な場合は、市町村内の雨量観測地点や土砂災害警戒区域等で既に累

加雨量が一定量を超え、その時点以降に降雨の継続が予想される場合も、発令基

準として設定する。 

注2 土砂災害の危険度分布は最大2～3時間先までの予測である。このため、上記の判

断基準例１において、高齢者等の避難行動の完了までにより多くの猶予時間が必

要な場合には、土砂災害の危険度分布の格子判定が出現する前に、大雨警報（土

砂災害）（警戒レベル３相当情報[土砂災害]）の発表に基づき警戒レベル３高齢

者等避難の発令を検討する。 

 

（解説） 

・（発令基準１）大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当情報[土砂災害]）は、高齢者等の

避難行動に要する時間を確保するために、土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報[土

砂災害]）の基準から概ねさらに1時間前に達する土壌雨量指数の値を基準として設定して

いる。ただし、台風等の精度良く予測できる現象の場合には、早めの警戒を呼び掛けるた

めに、当該基準よりもさらに早い段階から大雨警報（土砂災害）を発表することがある。

そのため、大雨警報（土砂災害）（警戒レベル３相当情報[土砂災害]）が発表され、か

つ、土砂災害の危険度分布が「警戒（赤）」（警戒レベル３相当情報[土砂災害]）（2～3時

間先までに大雨警報の土壌雨量指数基準に到達）となった場合に、警戒レベル３高齢者等

避難を発令する。 

・なお、発令対象区域の絞り込みについては、土砂災害の危険度分布において「警戒

（赤）」のメッシュが出現し、そのメッシュが土砂災害警戒区域等と重なった場合、あら

かじめ警戒レベル３高齢者等避難の発令単位として設定した地域内の土砂災害警戒区域等

に警戒レベル３高齢者等避難を発令する。（3.3.2手順２：発令対象区域の設定（土砂災

害）を参照） 

・（発令基準２）前線や台風等により、夜間・未明に警戒レベル３高齢者等避難を発令する

ような状況（発令基準１に該当する場合等）が想定される場合には、その前の夕刻時点に

おける警戒レベル３高齢者等避難の発令の判断材料とする。その際、注意報に記載される

警報級の時間帯、降水短時間予報、県気象情報も勘案する。 
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【警戒レベル４】避難指示（土砂災害） 

【警戒レベル４】避難指示の発令基準 

１～５のいずれかに該当する場合に、警戒レベル４避難指示を発令する。 

１：土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報[土砂災害]）が発表された場合 

（※土砂災害警戒情報は市町村単位を基本として発表されるが、警戒レベル４避難

指示の発令対象区域は適切に絞り込むこと） 

２：土砂災害の危険度分布で「非常に危険（うす紫）」（警戒レベル４相当情報[土砂災

害]）となった場合 

３：警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う前線や台風等が、

夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時点で発令） 

４：警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風等が、立退き

避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合（立退き避難中

に暴風が吹き始めることがないよう暴風警報の発表後速やかに発令） 

５：土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）が発

見された場合 
 

※夜間・未明であっても、発令基準１～２又は５に該当する場合は、躊躇なく警戒レベ

ル４避難指示を発令する。 

注 上記１～５以外についても、雨量と土砂災害発生との関係に関する知見等に基づき

設定が可能な場合は、市町村内の雨量観測地点や土砂災害警戒区域等で既に累加雨

量が一定量を超え、その時点以降に降雨の継続が予想される場合も、発令基準とし

て設定する。 

 

（解説） 

・（発令基準１）土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報[土砂災害]）は、命に危険を及

ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況で発表する情報であることから、土砂災

害警戒情報（警戒レベル４相当情報[土砂災害]）の発表をもって、直ちに警戒レベル４避

難指示を発令する。 

・なお、発令対象区域の絞り込みについては、土砂災害の危険度分布において「非常に危険

（うす紫）」（警戒レベル４相当情報[土砂災害]）（予想で土砂災害警戒情報の基準に到

達）のメッシュが出現し、そのメッシュが土砂災害警戒区域等と重なった場合、あらかじ

め警戒レベル４避難指示の発令単位として設定した地域内の土砂災害警戒区域等に警戒レ

ベル４避難指示を発令する。（3.3.2手順２：発令対象区域の設定（土砂災害）を参照） 

・（発令基準２）土砂災害の危険度分布のうち、一つのメッシュでも「予想で土砂災害警戒

情報の基準に到達」（警戒レベル４相当情報[土砂災害]）の状態になると、土砂災害警戒

情報（警戒レベル４相当情報[土砂災害]）が発表されることとなるため、警戒レベル４避

難指示を発令する。 

・（発令基準３）前線や台風等により、夜間・未明に警戒レベル４避難指示を発令するよう

な状況（発令基準例１～２に該当する場合等）が想定される場合には、その前の夕刻時点

における警戒レベル４避難指示の発令の判断材料とする。他方、避難情報を発令していな

いなか急速な状況の悪化等により夜間・未明になって発令基準例１～２に該当した場合

は、躊躇なく警戒レベル４避難指示の発令の判断材料とする。 

・（発令基準４）警戒レベル４避難指示の発令が必要となる（発令基準１～２に該当する場

合等）ような強い降雨を伴う台風等が、立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・通過す
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ることが予想される場合、気象庁から暴風警報が発表され次第可能な限り速やかに警戒レ

ベル４避難指示の発令の判断材料とする（暴風警報の発表後3時間後には暴風となるおそ

れがある）。 

・（発令基準５）土砂災害の前兆現象（山鳴り、湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化

等）が発見された場合、土砂災害警戒区域等以外の区域であったとしても、前兆現象が発

見された箇所や周辺区域を躊躇なく警戒レベル４避難指示の対象区域とする。 

・山間地域の場合、近くに指定緊急避難場所がない場合も想定されることから、当該地域の

実情に応じて、早めに避難情報の判断を行う。 

 

【警戒レベル５】緊急安全確保（土砂災害） 

【警戒レベル５】緊急安全確保の発令基準 

「立退き避難」を中心とした行動から「緊急安全確保」を中心とした行動変容を特に

促したい場合に発令し、以下の１～２のいずれかに該当する場合とする。ただし、以

下のいずれかに該当した場合に必ず発令しなければならないわけではなく、また、こ

れら以外の場合においても居住者等に行動変容を求めるために発令する。 

（災害が切迫） 

１：大雨特別警報（土砂災害）（警戒レベル５相当情報[土砂災害]）が発表された場合 

（※大雨特別警報（土砂災害）は市町村単位を基本として発表されるが、警戒レベル

５緊急安全確保の発令対象区域は適切に絞り込むこと） 
 

（災害発生を確認） 

２：土砂災害の発生が確認された場合 
 

※発令基準１を理由に警戒レベル５緊急安全確保を発令済みの場合、発令基準２の災害

発生を確認しても、同一の居住者等に対し警戒レベル５緊急安全確保を再度発令しな

い。具体的な災害の発生状況や考えられる被害、とり得る行動等を可能な限り居住者

等に伝達することに注力する。 

 

（解説） 

（災害が発生直前又は既に発生しているおそれ） 

・（発令基準１）大雨特別警報（土砂災害）（警戒レベル５相当情報[土砂災害]）は、人命を

脅かす極めて危険な土砂災害が既に発生している蓋然性が高い状況で発表する情報である

ことから、大雨特別警報（土砂災害）（警戒レベル５相当情報[土砂災害]）の発表を警戒

レベル５緊急安全確保の発令の判断材料とする。 

・なお、発令対象区域の絞り込みについては、土砂災害の危険度分布において「極めて危険

（濃い紫）」（実況で土砂災害警戒情報の基準に到達）のメッシュが出現し、そのメッシュ

が土砂災害警戒区域等と重なった場合、あらかじめ警戒レベル５緊急安全確保の発令単位

として設定した地域内の土砂災害警戒区域等に警戒レベル５緊急安全確保を発令する。

（3.3.2手順２：発令対象区域の設定（土砂災害）を参照） 

※令和３年災対法改正前は、大雨特別警報（土砂災害）は、「住民が自ら行動を取

る際の判断の参考となる情報（警戒レベル相当情報の役割の一つ）」の観点か

ら、災害が既に発生している蓋然性が極めて高い情報として、警戒レベル５相当

情報として位置付けられていたが、災害が発生したとの情報ではないことから、

警戒レベル５災害発生情報の発令基準例としては用いないこととされていた。 

令和 3 年災対法改正により、警戒レベル５の災害発生を確認した状況だけではな
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く、災害が切迫した状況においても発令することができるようになったことか

ら、大雨特別警報（土砂災害）は、警戒レベル５緊急安全確保の発令基準例とし

て用いられることとなった。 

 

（災害発生を確認） 

・（発令基準２）家屋の倒壊や道路の崩壊など、人的被害につながるおそれのある規模の土

砂災害の発生が確認された場合を警戒レベル５緊急安全確保の発令の判断材料とする。土

砂災害警戒区域等以外の区域における災害の発生であっても、土砂災害の発生した箇所や

周辺区域を含む事前に設定した区域を躊躇なく発令の対象区域とし、直ちに警戒レベル５

緊急安全確保として災害の発生を伝え、命の危険があるので緊急的に身の安全を確保する

よう指示する。 
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3.4 高潮の発令基準 

3.4.1 手順１：発令対象の災害（高潮） 

本マニュアルでは、居住者等に命の危険を及ぼす以下の高潮が想定されないことから避難情報

の発令対象としない。 

・潮位が海岸堤防等の高さを大きく越えるなどにより、広い範囲で深い浸水が想定される場

合。特にゼロメートル地帯は、被災した場合、台風等が去った後も長期間にわたり浸水する

おそれがあることが想定される。 

・潮位が堤防を越えなくとも、高潮と重なり合った波浪が海岸堤防を越えたり、堤防が決壊し

たりすること等により流入した氾濫水等が、家屋等を直撃する場合。 
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3.5 津波の発令基準等 

3.5.1 手順１：発令対象の災害（津波） 

津波は20cmから30cm程度の高さであっても、急で強い流れが生じるため、これに巻き込まれて

流されれば、命を脅かされる可能性があることから、大津波警報・津波警報・津波注意報のいず

れが発表された場合であっても、危険な地域からの一刻も早い避難行動をとる必要がある。 

また、震源が沿岸に近い場合は地震発生から津波来襲までの時間が短いことから、少しでも早

く避難する必要があり、津波災害警戒区域等に居るときに強い揺れ（震度4程度以上）又は長時

間ゆっくりとした揺れを感じた者は、気象庁の津波警報等の発表や市からの避難指示の発令を待

たずに、各自が自主的かつ速やかに避難行動をとることが必要である。 

 

3.5.2 手順２：発令対象区域の設定（津波） 

津波に対する避難指示の発令対象区域は、津波ハザードマップやその基となる津波災害警戒区

域のうち、津波警報等で発表される予想津波高に応じて想定される浸水区域を基本とし、津波災

害警戒区域の指定が完了していない市においては、津波浸水想定を参考とする。なお、津波は局

所的に高くなる場合もあること、想定を超える範囲に浸水が拡大する可能性があることに留意が

必要である。 

津波警報等で発表される津波高に応じて、発令対象とする区域は異なるため、市毎に発令対象

区域をあらかじめ定めておく。発令対象区域を設定する際は、以下に示す設定の考え方に基づ

き、いざというときに市長が躊躇なく発令できるよう、国・県の協力・助言を積極的に求めなが

ら、具体的な区域を設定する。 

なお、想定最大規模の浸水想定区域の整備が完了するまでは、これまで運用してきた浸水想定

区域等を参考に、さらに規模が大きいものが起こりうることを念頭に地形等を考慮して検討す

る。 
 

(1) 大津波警報の発表時：最大クラスの津波により浸水が想定される地域を対象とする 

・最大クラスの津波があった場合に想定される浸水区域（津波防災地域づくりに関する

法律（平成23年法律第123号）に基づき県が設定する津波浸水想定を踏まえ指定した

津波災害警戒区域等） 

・ただし、津波の浸水範囲は浸水想定の精度に限界があることから、上記の区域より内

陸側であっても、立退き避難を考える。 
 

(2) 津波警報の発表時：海岸堤防等が無い又は海岸堤防等が低いため、高さ3ｍの津波によ

って浸水が想定される地域を対象とする 

・津波の高さが高いところで3mと予想される。海岸堤防等がない又は低い地域で浸水の

おそれがある地域。津波時の地震動による海岸堤防等の被災や河川における津波遡上

も考慮する。 

・ただし、津波の高さは、予想される高さ3mより局所的に高くなる場合も想定されるこ

とから、避難指示の発令対象区域は広めに設定する。 
 

(3) 津波注意報の発表時：漁業従事者、沿岸の港湾施設等で仕事に従事する者、海水浴客

等を念頭に、海岸堤防等より海側の地域を対象とする 
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・津波の高さが高いところで1mと予想される。基本的には海岸沿いの海岸堤防の海側の

区域が対象となる。このため、避難行動の対象者は漁業従事者や港湾区域の就業者、

海岸でのレジャー目的の滞在者等となる。 

・ただし、津波の高さは、予想される高さ1mより局所的に高くなる場合も想定されるこ

とから、海岸堤防等がない地域についてはそれを考慮した避難指示の発令対象区域を

設定する。 

・海岸堤防が無い地域で地盤の低い区域では、立退き避難の対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 津波時における避難指示の発令対象区域 

 

3.5.3 手順３－１：発令判断に資する情報の詳細（津波） 

地震の発生から、3分程度を目処に津波警報等が発表される。 

津波の高さは5つに区分され、各区分の高い方の数値が発表される。 

なお、マグニチュード8を超えるような巨大地震の場合、精確な地震の規模をすぐには把握で

きないため、その海域における最大級の津波を想定して、大津波警報や津波警報が発表される

が、このとき予想される津波の高さは「巨大」、「高い」という定性的な表現で発表される。その

後、精確な地震の規模が確定した段階で予想される津波の高さが数値で示される。 

 

表 5 大津波警報・津波警報・津波注意報と津波の高さの区分 

 予想される津波の高さの区分 
発表される津波の高さ 

数値 定性的表現 

大津波警報 

10m～ 10m超 

巨大 5m～10m 10m 

5m～10m 5m 

津波警報 5m～10m 3m 高い 

津波注意報 20cm～1m 3m （表記しない） 
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3.5.4 手順３－２：発令基準の設定（津波） 

・対象区域は以下のとおりである。 

① 集落部（太平洋沿岸地域）：塩釜、織笠、新森、六川目、細谷、淋代、 

鹿中、三川目 

② 海岸部（①のうち防風林から海側の区域）：港町（三沢漁港）、漁業従事者、沿

岸の港湾施設で仕事に従事する者、海水浴客等が滞在する区域 

 

・どのような津波であれ、危険な地域からの一刻も早い避難が必要であることから、高齢

者等避難は発令せず、基本的には避難指示のみを発令する。また、緊急安全確保は基本

的には発令しない。 

・大津波警報、津波警報、津波注意報により、避難の対象とする地域が異なる。 
 

【避難指示の発令基準】 

１～２のいずれかに該当する場合に、避難指示を発令する。 

１：大津波警報、津波警報、津波注意報の発表（ただし、避難指示の発令対象区域が

異なる。） 

２：停電、通信途絶等により、津波警報等を適時に受けることができない状況におい

て、強い揺れを感じた場合、あるいは、揺れは弱くとも１分程度以上の長い揺れ

を感じた場合 
 

【遠地地震の場合の避難情報】 

我が国から遠く離れた場所で発生した地震に伴う津波のように到達までに相当の時

間があるものについては、気象庁が、津波警報等が発表される前から津波の到達予想

時刻等の情報を「遠地地震に関する情報」の中で発表する場合がある。市は、この

「遠地地震に関する情報」の後に津波警報等が発表される可能性があることを認識

し、津波警報等の発表前であっても、必要に応じて高齢者等避難の発令を検討する。 
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3.6 複数の災害を考慮すべき地域 

地域によっては洪水、土砂災害等の複数の災害からの立退き避難を想定すべきところがあり、

それぞれの災害のリスクに応じて避難を行う必要がある。 

複数の河川からの浸水が想定される地域においては、複数の河川からの浸水が同じ降雨で発生

することも想定し、全ての浸水深のうち最も大きい浸水深を基準にして、立退き避難等の避難行

動をとる必要がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 洪水の浸水範囲が重複する事例（イメージ）  
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図 6 洪水の浸水範囲と土砂災害警戒区域が重複する事例（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 7 洪水と高潮の浸水範囲が重複する事例（イメージ）
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3.7 避難情報の解除等の基本的な考え方 

災対法第60条第5項に「市町村長は、避難の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示

しなければならない。」と規定されており、市長は、避難の必要がなくなったときは、直ちに、

多様な手段を活用し、避難している住民が十分に把握できる方法でその旨を公表・周知するとと

もに、県知事に速やかにその旨を報告する必要がある。また、災害の切迫度が低下し、災害が発

生するおそれがなくなった場合には、いずれの避難情報（高齢者等避難、避難指示、緊急安全確

保）を発令していたとしても、段階的にその避難情報を下げるのではなく、避難情報を一度に完

全に解除することが基本である。解除する場合には、居住者等に対し、どの情報が継続して出て

いて、どの情報が解除されたのか、あるいは全ての情報が解除されたのか等を明確に伝達する。

また、避難情報の解除の判断は容易ではないことから、避難情報を解除する際には、今後の水位

や土砂災害の見込み等について、必要に応じ国・県に技術的な助言を求めた上で解除の判断をす

る。 

なお、災害が発生した後等において、立退き避難を継続的に求める必要があると認められる地

域（例：引き続き土砂災害発生のおそれが認められるため家屋に戻るべきではない等の地域）に

おいては、警戒レベル５緊急安全確保の解除後に、必要に応じ、警戒レベル４避難指示を発令す

る。 

a)洪水予報河川、水位周知河川 

水位が氾濫危険水位（レベル４水位）及び背後地盤高を下回り、水位の低下傾向が顕著

であり、上流域での降雨がほとんどない場合を基本として解除するものとする。また、堤

防決壊による浸水が発生した場合の解除については、浸水の拡大がみられず、河川の氾濫

のおそれがなくなった段階を基本として、解除するものとする。 

b)その他河川等 

その他河川等については当該河川の洪水警報の危険度分布で示される危険度や流域雨量

指数の予測値が下降傾向である場合、下水道については降雨がほとんど予想されていない

場合、水路等については十分に水位が下がった場合を基本として解除するものとする。 

c)土砂災害 

土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報[土砂災害]）が解除されるとともに、土砂災

害は降雨が終わった後であっても発生することがあるため、気象情報をもとに今後まとま

った降雨が見込まれないことを確認した段階を基本として解除するものとする。一方で、

土砂災害が発生した箇所等については、周辺斜面等が不安定な状況にあることも考えられ

ることから、現地状況の確認（崩壊の拡大や新たなクラック等の有無など）等を踏まえ、

慎重に解除の判断を行う。この際、市は国・県の土砂災害等の担当者に助言を求めること

を検討する。 

d)高潮 

当該地域の高潮警報（警戒レベル４相当情報[高潮]）が解除された段階を基本として解

除するものとする。浸水被害が発生した場合の解除については、住宅地等での浸水が解消

した段階を基本として、解除するものとする。 

e)津波 

当該地域が避難指示発令の基準としている大津波警報、津波警報、津波注意報が解除さ

れた段階を基本として解除するものとする。浸水被害が発生した場合の解除については、

当該地域が避難指示発令の基準としている津波警報等が解除され、かつ住宅地等での浸水

が解消した段階を基本として、解除するものとする。
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3.8 避難情報の発令時における助言 

災対法では、「避難情報を発令しようとする場合において、必要があれば、市町村長は、指定

地方行政機関の長や都道府県知事に対して、助言を求めることができる」とされている。これら

の者は、リアルタイムのデータを保有しており、地域における各種災害の専門的知見を有してい

ることから、状況に応じて、河川堤防の状況や今後の水位や降雨の見通し、災害により危険が生

じることが予想される区域、警戒レベル４避難指示の発令のタイミング等について、助言を求め

ることは有効である。 

このため、災害時にこの規定に基づく対応が円滑かつ迅速に実行できるように、市は平時から

国の関係機関や県と連絡を密にとり、いざという時に的確に運用できる体制を構築する。 

また、これらの機関からは、市長からの求めの有無にかかわらず、必要に応じてその専門的知

見から能動的な情報提供がなされる場合があるので、これも判断の参考にする。 

 

【災害対策基本法】 

（指定行政機関の長等による助言） 

第六十一条の二 市町村長は、第六十条第一項の規定により避難のための立退きを指示し、又

は同条第三項の規定により緊急安全確保措置を指示しようとする場合において、必要がある

と認めるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事に対

し、当該指示に関する事項について、助言を求めることができる。この場合において、助言

を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、その所

掌事務に関し、必要な助言をするものとする。 
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4. 情報伝達例 

4.1 情報伝達時の実施・配慮事項 

市は、災害発生の危険性がある状況において、災害の危険が去るまでの間、居住者等が適時的

確な避難行動等をとることができるよう、関係機関からの情報や、自ら収集した情報等により、

的確に判断を行い、躊躇することなく避難情報を発令し、速やかに居住者等に伝えなければなら

ない。特に、夜間や暴風時の立退き避難は危険を伴うため、夜間に災害の状況が悪化する見込み

がある場合はまだ日が明るいうちから避難情報を発令したり、暴風が吹き始める前に避難が立退

き避難が完了するように暴風警報が発表され次第避難情報を発令する等、居住者等が安全に立退

き避難をできるよう早めに避難情報を発令する。 

また、避難情報を発令したときは、市長はその旨を県知事に報告する必要があるため、情報伝

達先、手段を確認する。この他、国土交通省の河川事務所や気象台、消防、警察等の関係機関に

も情報伝達する。 

緊急時の情報伝達においては、避難情報等が可能な限り居住者等一人一人に伝わるよう、多様

な伝達手段・伝達媒体で情報伝達を行うとともに、居住者等に避難行動への負担感、過去の被災

経験等を基準とした災害に対する危険性の認識、自分は災害に遭わないという思い込み（正常性

バイアス）等が少なからずあること等を踏まえ、避難行動を強く促すことができるよう以下の点

に配慮する。また、このような情報伝達の実効性を高めるため平時より必要な準備・他機関との

調整・避難計画の作成（地区防災計画、個別計画、マイ・タイムライン、災害避難カード等）・

避難訓練等を行っておく。 

・時々刻々と変化する災害の状況や避難に関する情報を居住者等に対してわかりやすい言葉で

伝達する。その際、避難の必要性を特に強調したい場合等においては、市長が避難指示の発

令に合わせ防災行政無線で直接的に避難を呼びかけたり、緊急的な記者会見を行ったり、

「直ちに指定緊急避難場所へ避難するか高いところへ避難せよ」と命令口調で呼びかける

等、通常と異なる情報伝達を行うことで、居住者等の注意を引くことができるよう可能な限

り工夫する。 

・防災気象情報等について、自ら収集し、また国・県の関係に助言を求めることにより、その

時点の状況や今後の見通し等を可能な限り幅広くかつ正確に把握し、居住者等に対して早い

段階から情報伝達を行う。その際、増水している河川の映像情報の提供など直感的に危険で

あることが伝わるような情報伝達に努める。 

・適時的確に避難情報を発令し、とるべき具体的な避難行動を周知すること。その際、居住者

等が避難しなければならないと我がこと感をもつことができるよう、発令対象区域は可能な

限り絞り込み発令の対象者を明確にするとともに、具体的な地名を挙げて災害の状況を伝達

したり避難経路の通行止めの状況を合わせて伝える等、自らの身近に災害の危険が迫ってい

ることを伝達する。 

・他者からの避難の呼びかけが大きな動機付けとなる場合があることから、避難情報の発令の

際に、地域でお互いに避難行動を呼びかけることを促す。 

・避難情報の発令後も、その内容を繰り返し伝達すること等により、居住者等に避難情報がよ

り確実に伝わるよう努める。伝達手段としては、防災行政無線、広報車、自主防災組織によ

る声掛け等の直接居住者等に避難行動を促す手段が考えられる。他方、情報の受け手が混乱

しないよう、避難情報の内容（発令する避難情報、発令理由、発令対象区域、発令対象世帯

数等）に更新がない場合には、避難情報を再度「発令」したり、Ｌアラートにおいて「同一

情報の再配信」をしたりすることはない。（Ｌアラートへの配信に関する留意事項等につい

ては「公共情報コモンズXML定義書解説資料（最新版）」を参照する。）
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4.2 具体的な情報伝達例（防災行政無線の伝達文例） 

防災行政無線は、大量の情報を正確に伝達することが難しいことから、伝達文は簡潔にするこ

と、避難行動をとってもらうために緊迫感のある表現で、対象者がとるべき行動を具体的に示す

こと、風雨等で聞き取りづらいことから繰り返すこととする。 

避難情報を発令する際には、対象者がとるべき避難行動を理解できるよう、どのような災害

が、どの地域に発生するおそれがあるのか、どのような避難行動をとるべきか等を具体的に伝え

る必要があることから、市は、あらかじめマニュアル等に災害種別や災害の切迫度毎の伝達文

を、地域の災害リスク等を踏まえ、具体的に定めておく。 

以下に、防災行政無線を使用して、口頭で伝達する場合の避難情報の伝達文の一例を示す。こ

こで示した例に捉われず、地域の状況を踏まえ自ら表現を工夫して行う。例えば、過去の災害で

は、 

・市町村長が避難指示の発令に合わせ防災行政無線で直接的に避難を呼びかける 

・緊急的な記者会見を行う 

・「直ちに指定緊急避難場所へ避難するか高いところへ避難せよ」と命令口調で呼びかける

等、通常と異なる情報伝達を行うことで、居住者等の注意を引くことができるよう工夫した事例

もあるため参考にする。 

戸別受信機は居住者等への確実な情報伝達に有効であるため、積極的に導入する。 

また、登録制メールや緊急速報メール、各種SNS等による短い文での情報伝達については、以

下の防災行政無線の伝達文例のほか、緊急速報メールの配信の手引きを参照する。 

緊急速報メール配信の手引き：

https://www.nttdocomo.co.jp/biz/binary/pdf/service/areamail/manual.pdf 

 

4.2.1 洪水等 

【警戒レベル３】高齢者等避難の伝達文の例（洪水等） 

■緊急放送！緊急放送！  

■こちらは、三沢市です。 

■高瀬川が増水し氾濫するおそれがあるため、 

小川原湖畔地区の洪水浸水想定区域※1に対し、警戒レベル３「高齢者等避難」を発令し

ました。 

■小川原湖畔地区の洪水浸水想定区域※1にいる 

高齢者や障害のある人など避難に時間のかかる方やその支援者の方は、 

避難場所や安全な親戚・知人宅等に速やかに避難してください。 

■ハザードマップで、自宅が安全だと確認できた場合は、 

自宅で避難しても構いません。※2 

■それ以外の方も、不要不急の外出を控えたり、 

避難の準備を整えるとともに、必要に応じ、自主的に避難してください。 

■特に※3、急激に水位が上昇しやすい中小河川沿いにお住まいの方や 

避難経路が通行止めになるおそれがある方は、自主的に避難してください。 

 

【警戒レベル４】避難指示の伝達文の例（洪水等） 

■緊急放送！緊急放送！  

■こちらは、三沢市です。 

■高瀬川が増水し氾濫するおそれが高まったため、 

小川原湖畔地区の洪水浸水想定区域※1に対し、警戒レベル４「避難指示」を発令しま
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した。 

■小川原湖畔地区の洪水浸水想定区域※1にいる方は、 

避難場所や安全な親戚・知人宅等に今すぐ避難してください。 

■ハザードマップで、自宅が安全だと確認できた場合は、 

自宅で避難しても構いません。※2 

■ただし、避難場所等への立退き避難が危険な場合には、自宅や近くの建物で少しでも

浸水しにくい高い場所に移動するなど、身の安全を確保してください。※4 

 

【警戒レベル５】緊急安全確保の伝達文の例 

（河川氾濫が切迫している状況） 

■緊急放送！緊急放送！  

■こちらは三沢市です。 

■高瀬川が増水し既に堤防を越え氾濫が発生しているおそれがあります！ 

小川原湖畔地区の洪水浸水想定区域※1に対し、警戒レベル５「緊急安全確保」を発令

しました。 

■避難場所等への立退き避難が危険な場合には、 

自宅や近くの建物で少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなど、 

命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してください。 

（河川氾濫を確認した状況） 

■緊急放送！緊急放送！  

■こちらは三沢市です。 

■小川原湖の水位が堤防を越え氾濫が発生したため、 

小川原湖畔地区の洪水浸水想定区域※1（に対し、警戒レベル５「緊急安全確保」を発

令しました。（注） 

■避難場所等への立退き避難が危険な場合には、 

自宅や近くの建物で少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなど、 

命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してください。 

（具体的な災害の発生状況や考えられる被害、とりうる行動等を可能な限り詳細に居

住者等に伝達する。） 

（※1 3.1.2の絞り込みの場合 

また、洪水浸水想定区域が公表されていない中小河川沿い等の居住者等に避難を促

す場合には河川沿いや低い土地にお住まいの方等を対象に避難を促すことが考えら

れるが、このような場所は公表されている明確な区域ではないため、「河川沿いで浸

水のおそれがある小川原湖畔地区に対し、」のように、具体的な地区に対して避難情

報を発令する。） 

（※2 この呼びかけを行うにあたっては、「1.2.2 屋内安全確保」に記載の条件を満たした

場合に居住者等の判断で屋内安全確保を実施可能であることについて、あらかじめ

居住者等が理解しておく必要がある。） 

（※3 この部分は、地域の災害リスク等に応じた表現をあらかじめ定めておく。） 

（※4 警戒レベル５緊急安全確保発令時の避難行動であるため、必ずしもこのタイミング

で伝達しなくてもよいが、急速な状況の悪化等により夜間・未明に警戒レベル４避

難指示を発令する場合等においては、このような伝達をすることも考えられる。） 

（注） 災害切迫時に警戒レベル５緊急安全確保を発令していない場合には、災害発生確認

時に発令することが考えられる。 
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 他方、災害切迫時に既に警戒レベル５緊急安全確保を発令済みである場合は、災

害発生を確認した場合や、異なる災害種別の災害が切迫した場合（洪水が切迫し発

令した後、土砂災害も切迫した場合等）でも、命を守る行動をとるよう既に求めて

いるため、同一の居住者等に対し警戒レベル５緊急安全確保を再度発令しない。ま

た、このような場合においては具体的な災害の状況や考えられる被害、とりうる行

動等を可能な限り詳細に居住者等に伝達することに注力することが重要であり、「警

戒レベル５緊急安全確保」を発令済みであることについては、必要に応じて情報提

供する。 

※ 内水氾濫による避難を伝達する場合は、地下街等の地下空間や低い土地にいる人へ、

危険な場所からの避難を呼びかける 

 

4.2.2 土砂災害 

【警戒レベル３】高齢者等避難の伝達文の例（土砂災害） 

■緊急放送！緊急放送！（又は、警戒レベル３！警戒レベル３！） 

■こちらは、三沢市です。 

■土砂災害が発生するおそれがあるため、 

○○地区の土砂災害警戒区域※1に対し、 

警戒レベル３「高齢者等避難」を発令しました。 

■○○地区の土砂災害警戒区域にいる 

（又は、「ハザードマップを確認し、土砂災害のおそれがある区域にいる」） 

高齢者や障害のある人など避難に時間のかかる方やその支援者の方は、 

避難場所や安全な親戚・知人宅等に速やかに避難してください。 

■それ以外の方も、不要不急の外出を控えたり、 

避難の準備を整えるとともに、必要に応じ、自主的に避難してください。 

■特に※2、崖付近や沢沿いにお住まいの方や、 

避難経路が通行止めになるおそれがある方は自主的に避難してください。 

 

【警戒レベル４】避難指示の伝達文の例（土砂災害） 

■緊急放送！緊急放送！（又は、警戒レベル４！警戒レベル４！） 

■こちらは、三沢市です。 

■土砂災害が発生するおそれが高まったため、 

○○地区の土砂災害警戒区域※1に対し、 

警戒レベル４「避難指示」を発令しました。 

■○○地区の土砂災害警戒区域にいる方は、 

（又は、「ハザードマップを確認し、土砂災害のおそれがある区域にいる方は、」） 

避難場所や安全な親戚・知人宅等に今すぐ避難してください。 

■ただし、避難場所等への立退き避難が危険な場合には、少しでも崖や沢から離れた建物

や自宅内の部屋に移動するなど、身の安全を確保してください。※3 

 

【警戒レベル５】緊急安全確保の伝達文の例（土砂災害） 

（土砂災害発生が切迫している状況） 

■緊急放送！緊急放送！（又は、警戒レベル５！警戒レベル５！） 

■こちらは、三沢市です。 

■○○市に大雨特別警報（土砂災害）が発表され、 
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○○地区では土砂災害が既に発生している可能性が極めて高い状況であるため、 

○○地区の土砂災害警戒区域※1に対し、 

警戒レベル５「緊急安全確保」を発令しました。 

■避難場所等への立退き避難が危険な場合には、 

少しでも崖や沢から離れた建物や自宅内の部屋に移動するなど、 

命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してください。 
 

（土砂災害発生を確認した状況） 

■緊急放送！緊急放送！（又は、土砂災害発生！土砂災害発生！） 

■こちらは、三沢市です。 

■○○地区で土砂災害が発生したため、 

○○地区の土砂災害警戒区域※1に対し、 

警戒レベル５「緊急安全確保」を発令しました。（注） 

■避難場所等への立退き避難が危険な場合には、 

少しでも崖や沢から離れた建物や自宅内の部屋に移動するなど、 

命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してください。 

（具体的な災害の発生状況や考えられる被害、とりうる行動等を可能な限り詳細に居住

者等に伝達する。） 
 

（※1 避難情報の発令対象区域は3.1.2に記載のとおり可能な限り絞り込む必要がある

ことから、本例では土砂災害警戒区域の居住者等に対して発令することとして

いるが、当該区域以外の場所にも避難の呼びかけを行う場合には、例えば「山

裾付近で土砂災害のおそれがある〇〇地区に対し、」のように、具体的な地区に

対して避難情報を発令する。） 

（※2 この部分は、地域の災害リスク等応じた表現をあらかじめ定めておく。） 

（※3 警戒レベル５緊急安全確保発令時の避難行動であるため、必ずしもこのタイミ

ングで伝達しなくてもよいが、急速な状況の悪化等により夜間・未明に警戒レ

ベル４避難指示を発令する場合等においては、このような伝達をすることも考

えられる。） 

（注）災害切迫時に警戒レベル５緊急安全確保を発令していない場合には、災害発生確

認時に発令し、このように発令した旨を伝達文に含める。 

 他方、災害切迫時に既に警戒レベル５緊急安全確保を発令済みである場合

は、災害発生を確認した場合や、異なる災害種別の災害が切迫した場合（洪水

が切迫し発令した後、土砂災害も切迫した場合等）でも、命を守る行動をとる

よう既に求めているため、同一の居住者等に対し警戒レベル５緊急安全確保を

再度発令しない。また、このような場合においては具体的な災害の状況や考え

られる被害、とりうる行動等を可能な限り詳細に居住者等に伝達することに注

力することが重要であり、「警戒レベル５緊急安全確保」を発令済みであること

については、必要に応じて情報提供する。 

 

4.2.3 高潮 

【警戒レベル３】高齢者等避難の伝達文の例（高潮） 

■緊急放送！緊急放送！（又は、警戒レベル３！警戒レベル３！） 

■こちらは、三沢市です。 

■高潮氾濫が発生するおそれがあるため、太平洋沿岸地域の海岸部の高潮浸水想定区域※1
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（又は、高潮浸水想定区域である太平洋沿岸地域の海岸部※2）に対し、警戒レベル３「高

齢者等避難」を発令しました。 

■太平洋沿岸地域の海岸部の高潮浸水想定区域※1（又は、防風林より海側の区域）にいる

（又は、「ハザードマップを確認し、浸水のおそれがある区域にいる」）高齢者や障害のあ

る人など避難に時間のかかる方やその支援者の方は、避難場所や安全な親戚・知人宅等に

速やかに避難してください。 

■ハザードマップで、自宅が安全だと確認できた場合は、 

自宅で避難しても構いません。※2 

■それ以外の方も、不要不急の外出を控えたり、 

避難の準備を整えるとともに、必要に応じ、自主的に避難してください。 

■特に※3、海岸沿いにお住まいの方や避難経路が通行止めになるおそれがある方は、 

自主的に避難してください。 

■今後、台風の接近により暴風となることが見込まれるため、その前に避難してください。
※4 

 

【警戒レベル４】避難指示の伝達文の例（高潮） 

■緊急放送！緊急放送！（又は、警戒レベル４！警戒レベル４！） 

■こちらは、三沢市です。 

■高潮氾濫が発生するおそれが高まったため、太平洋沿岸地域の海岸部の高潮浸水想定区域
※1（又は、高潮浸水想定区域である太平洋沿岸地域の海岸部※2）に対し、警戒レベル４

「避難指示」を発令しました。 

■太平洋沿岸地域の海岸部の高潮浸水想定区域※1（又は、防風林より海側の区域）にいる方

は、 

（又は、「ハザードマップを確認し、浸水のおそれがある区域にいる方は、」） 

避難場所や安全な親戚・知人宅等に今すぐ避難してください。 

■ハザードマップで、自宅が安全だと確認できた場合は、自宅で避難しても構いません。※2 

■ただし、避難場所等への立退き避難が危険な場合には、自宅や近くの建物で、少しでも浸

水しにくい高い場所に移動するなど、身の安全を確保してください。※5 

■今後、台風の接近により暴風となることが見込まれるため、その前に避難してください。
※4 

 

【警戒レベル５】緊急安全確保の伝達文の例（高潮） 

（高潮氾濫が切迫している状況） 

■緊急放送！緊急放送！（又は、警戒レベル５！警戒レベル５！） 

■こちらは、三沢市です。 

■太平洋沿岸地域の海岸部に高潮氾濫発生情報が発表され、 

まもなく高潮氾濫が発生するため、太平洋沿岸地域の海岸部の高潮浸水想定区域※1 

（又は、高潮浸水想定区域である太平洋沿岸地域の海岸部）に対し、 

警戒レベル５「緊急安全確保」を発令しました。 

■避難場所等への立退き避難が危険な場合には、 

自宅や近くの建物で少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなど、 

命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してください。 
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（高潮氾濫発生を確認した状況） 

■緊急放送！緊急放送！（又は、高潮発生！高潮発生！） 

■こちらは、三沢市です。 

■太平洋沿岸地域の海岸部で高潮氾濫が発生したため、 

太平洋沿岸地域の海岸部の高潮浸水想定区域※1（又は、高潮浸水想定区域である太平洋

沿岸地域の海岸部）に対し、警戒レベル５「緊急安全確保」を発令しました。（注） 

■避難場所等への立退き避難が危険な場合には、 

自宅や近くの建物で少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなど、 

命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してください。 

（具体的な災害の発生状況や考えられる被害、とりうる行動等を可能な限り詳細に居住

者等に伝達することに努める。） 
 

（※1 3.1.2の絞り込みの場合） 

（※2 この呼びかけを行うにあたっては、「1.2.2屋内安全確保」に記載の条件を満たし

た場合に居住者等の判断で屋内安全確保を実施可能であることについて、あらかじめ居

住者等が理解しておく必要がある。） 

（※3 この部分は、地域の災害リスク等応じた表現をあらかじめ定めておく。） 

（※4 暴風が予想される場合に伝達する。） 

（※5 警戒レベル５緊急安全確保発令時の避難行動であるため、必ずしもこのタイミン

グで伝達しなくてもよいが、急速な状況の悪化等により夜間・未明に警戒レベル

４避難指示を発令する場合等においては、このような伝達をする。） 

（注）災害切迫時に警戒レベル５緊急安全確保を発令していない場合には、災害発生確認

時に発令し、このように発令した旨を伝達文に含める。他方、災害切迫時に既に

警戒レベル５緊急安全確保を発令済みである場合は、災害発生を確認した場合

や、異なる災害種別の災害が切迫した場合（高潮が切迫し発令した後、洪水も切

迫した場合等）でも、命を守る行動をとるよう既に求めているため、同一の居住

者等に対し警戒レベル５緊急安全確保を再度発令しない。また、このような場合

においては具体的な災害の状況や考えられる被害、とりうる行動等を可能な限り

詳細に居住者等に伝達することに注力することが重要であり、「警戒レベル５緊急

安全確保」を発令済みであることについては、必要に応じて情報提供する。 
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4.2.4 津波 

避難指示の伝達文の例（津波） 

（大津波警報、津波警報が発表された場合） 

■緊急放送！緊急放送！※1 

■こちらは、三沢市です。 

■大津波警報（又は、津波警報）が発表されたため、 

太平洋沿岸地域に「避難指示」を発令しました。 

■直ちに海岸や河川から離れ、○○等の避難場所など、 

できるだけ高い場所に緊急に避難してください。※2 

 

（強い揺れ等で避難の必要性を認めた場合） 

■緊急放送！緊急放送！※1 

■こちらは、三沢市です。 

■強い揺れの地震がありました。 

■津波が発生する可能性があるため、 

太平洋沿岸地域に「避難指示」を発令しました。 

■直ちに海岸や河川から離れ、○○等の避難場所など、 

できるだけ高い場所に緊急に避難してください。※2 

 

（津波注意報が発表された場合） 

■緊急放送！緊急放送！※1 

■こちらは、三沢市です。 

■津波注意報が発表されたため、太平洋沿岸地域の海岸部に「避難指示」を発令しまし

た。 

■海の中や海岸付近は危険です。 

ただちに海岸から離れて高い場所に緊急に避難してください。 
 

（※1「津波だ。逃げろ！」というような切迫感のある呼びかけも有効である。） 

（※2「できるだけ高い場所」という表現だけではなく、地域の実情に応じて、高台や津

波避難ビル、津波避難タワー等の具体的な指定緊急避難場所等への具体的な避難先

を呼びかける場合もある。）
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4.3 具体的な情報伝達例（情報メール in 三沢 の文例） 

基本的には、防災行政無線の伝達文のとおり作成し、送信する。 

※緊急放送は記載しない。 

 


