
事前の準備が大切

災害に
備える

　これから梅雨や台風の襲来により、土砂崩れや河川

の氾濫など災害が発生しやすい時期を迎えます。昨年

の７月豪雨では伊佐市内でも甚大な被害をもたらしま

した。災害はいつ発生するか分かりません。日頃から

災害に対して備えておきましょう。
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警戒レベル 避難情報 とるべき避難行動

５ 緊急安全確保
    　　　　　既に災害が発生している状況で発表される

  　　　　　　情報です。命を守るために最善の行動をと

  　　　　　　ってください。

４ 避難指示
  　　　　　　災害発生のおそれが極めて高いときに発表

  　　　　　　する情報です。危険な場所にいる人は、た

  　　　　　　だちに安全な場所へ避難してください。

３ 高齢者等避難

  避難に時間を要する人に避難を始めてもらうときに発表

　する情報です。いつでも避難できるように準備を整え、

　高齢者や乳幼児・体の不自由な人、避難に時間がかかる

　人とその避難を支援する人、避難が困難な場所にお住ま

　いの人は、避難を開始してください。

２
　大雨・洪水・高潮注意報

（気象庁）
  避難に備え自らの避難行動を確認してください。

１ 早期注意報（気象庁）

伊佐市災害情報メール・ライン

避難を判断する情報を入手しよう

メールの登録方法

① 携帯電話から次の URL に接続してください。

　▼ PC ・ スマホ

　https://plus.sugumail.com/usr/isa-city

　▼フィーチャーフォン （ガラケー）

　https://m.sugumail.com/m/isa-city

②【空メールを送信する】を

③ 届いたメールに記載された URL を

　 利用規約を確認の上【同意する】を

④ 配信カテゴリーを確認の上【確認画面】を

⑤ 入力内容を確認の上【登録】を

⑥ メールの登録完了

クリック

クリック

クリック

クリック

クリック

　　　ＬＩＮＥの登録方法

① LINE アプリから QR コードを

　読み取り友だち（伊佐市）

　【追加】を

② LINE に通知が届きます。

③ メッセージが記載された URL を

　会員登録を

④ 利用規約を確認の上【同意する】を

⑤ 配信カテゴリーを確認の上【確認画面】を

⑥ 入力内容を確認の上【登録】を

⑦ LINE の登録完了

クリック

クリック

クリック

クリック

クリック

クリック

配信カテゴリ選択

警報情報

１

伊佐市防災情報メール ＬＩＮＥ登録のご案内

伊佐市を友だち追加します。
ＬＩＮＥアプリからＱＲコードを

読み取り友だち追加します。

カメラに切り替わりますので、

左の[ＱＲコード]を読み取ります。

ＬＩＮＥに通知が届きます。
メッセージに記載された登録用ＵＲＬに

進みます。

１

利用規約に同意します。
利用規約をご確認の上、

「同意する」ボタンに進みます。

１
入力内容を確認し、登録します。
入力内容をご確認の上、｢登録｣ボタンに

進みます。登録完了画面が表示されたら

登録完了です。

ＬＩＮＥに登録完了の
通知が届きます。

友だち追加の画面に切り替わり

ます。「追加」を選択します。

ホーム画面から

友だち追加に

進みます。

[ＱＲコード]を

選択します。

登録情報変更・退会 ■配信カテゴリを変更したい

■退会したい

お問合せ先：伊佐市役所 総務課 電話：0995-23-1311 （内線 1118,1119）

LINEのブロック機能を使用して
退会することもできます。

ＬＩＮＥのトーク画面に何か文字を入力します。
登録情報の変更や退会の案内通知が届きますので、
通知のＵＲＬに進んでください。

追加

トーク

伊佐市

１

配信カテゴリを選択します。
受信しない配信カテゴリがある場合は、

チェックを外し、[確認画面へ]ボタンに

進みます。

戻る 確認画面へ

登録情報入力

災害情報

火災情報

災害情報

気象情報

一番下の[編集]ボタンに進みます。
登録内容編集画面が表示されるので、配信カテゴリ等を
変更して登録してください。

画面右上のメニューから
[登録解除へ]に進みます。
次の画面で[登録解除へ]
ボタンに進み、退会します。

伊佐市防災情報メール

登録内容

伊佐市防災情報メール

登録解除へ

ログアウト

　緊急情報を市民のみなさまにいち早くお知らせするため

に、「伊佐市災害情報メール」を配信しています。最新の

気象情報や避難情報を入手し、早めの行動を心がけましょう。

※メールサービスの利用料は無料です。

登録が必要メールを受信するためには、　　　　　　　　 です。
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非常持ち出し品（すぐに持ち出したいもの）

　避難先は市が指定する避難所（４ページ）

だけではありません。安全な場所にある自

宅、親戚・知人宅なども避難先の選択肢の

一つです。

　ハザードマップで、災害

のとき安全かどうか事前に

確認し、普段から家族で避

難先を決めておきましょう。

チェックリスト

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

□ 非常食・水

缶詰など、火を通さずに食べられるもの

□ 救急薬品

ばんそうこう、消毒液、常備薬など

□ 持病の薬

□ 貴重品

現金、通帳、印鑑、運転免許証など

□ ウエットティッシュ

□ ビニール袋

□ 衣類・下着

□ 携帯ラジオ（予備の電池）

□ 携帯電話・スマートフォン充電器

□ 懐中電灯（予備の電池・電球）

□ 軍手・タオル

□ ろうそく（LED ランタン）・ライター

避難先（安全な場所）

非常備蓄品（家に備えるもの）

□ マスク

□ 手指消毒

□ 体温計

□ 食料や水（最低３日分）× 家族の人数分

保存期間が長いものを買い、消費したら補充する

□ 生活用品

ポリタンク、卓上コンロ、予備のガスボンベ、簡
易食器、簡易トイレ、トイレットペーパー、毛布、
寝袋など

　最低でも３日分、できれば１週間分を備蓄して

おくことも大切です。ライフラインが止まったら、

何が必要か、普段から意識して備えましょう。

□ 自宅（安全な部屋へ）

ハザードマップなどで「河川浸水想定区域・土砂
災害警戒区域」にないことを調べておく

□ 市指定の避難場所

避難経路・避難時間などを確認しておきましょう

□ 親戚・知人宅

普段から災害のときに避難することを相談してお
きましょう
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　「非常用持ち出し品」は、避難する時にまず持ち出すべ

きもので、避難時にすぐ持ち出せるように、リュックに入

れて、寝室や玄関などに置いておきましょう。

　「非常備蓄品」は、災害復旧までに生活を支えるものです。

家族構成によって必要なものは変わります。家族でしっか

り話し合い、必要な備えを確認しておきましょう。

必要な備え

避難場所を確認

２
CHECK！

３
CHECK！

	.
 

	.
 　
　
　

　
　
　
　

　家族
で確認しましょう！

１

感染への備え

忘れずに！

CHECK！



地区名 避難所 地区名 避難所

大口   大口ふれあいセンター

菱刈

  菱刈ふるさといきがいセンター

大口東   大口東小学校体育館   菱刈人権文化センター

牛尾   大口温泉高熊荘   菱刈ひまわり館

山野
  山野基幹集落センター   新川地区集落センター

  十曽フレンドハウス 田中   田中ふるさと館

山野西   山野西文化交流館 本城   本城校区集会施設

布計   布計地区多目的集会施設 湯之尾   湯之尾校区集会施設

平出水   平出水いなほ館 南永   南永小学校体育館

羽月
  羽月地区公民館

市内全域
  大口元気こころ館（福祉避難所）

  ｅ－Ga なんちゅう（旧大口南中学校）   まごし館（福祉避難所）

羽月北   旧羽月北小学校体育館

羽月西   羽月西青少年センター

曽木   曽木小学校体育館

針持   針持青少年センター

災害に備える
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伊佐市避難所一覧

※福祉避難所は、特別な配慮を必要とする人

　が避難する場所です。

　４月 24 日、今年度入団した消防団員が消防組

織法やホースの取扱要領などの初任者研修を受け

ました。地域の安心安全を守る「使命感」に燃え

る新入団員は次の方々です（敬称略）。

藤掛　竜也（第１分団里町班）

山口　一哉（第３分団青木班）

河上　桜大（第３分団青木班）

沖田　史耶（第４分団牛尾班）

福寿　晃大（第４分団郡山班）

花木　蔵人（第６分団小木原班）

島内　雅史（第６分団平出水班）

小門　真也（第７分団白木班）

橋田　一成（第９分団中央班）

原田　啓史（第９分団曽木班）

一覧以外に各自治会が定めた避難所等も避難場所に

なります。自治会指定避難所に避難した場合は、自

治会長から市役所に人員等の報告をお願いします。

平谷　龍之介（第 12 分団）

福田　和杏（第 13 分団）

左近充　一世（第 13 分団）

木下　礼瑞（女性分団）

地域防災の要として地域防災の要として
重要な役割を担う消防団重要な役割を担う消防団

避難経路の危険個所を確認

しておきましょう。

新入消防団員研修

ご協力をお願いします

咳エチケットを徹底し、食事の前やトイ

レの後、ドアノブなど多くの人が触るも

のに触れた後は手洗いをしましょう。

手洗い、消毒、咳エチケット

の徹底

新型コロナウイルス
感染症の対策

問い合わせ先　総務課交通消防防災係　☎２３－１３１１　　　１１１８内線

マスク、消毒液、体温計

の準備

通常の非常持出品に加えて、マスク（予

備）や消毒液、体温計を準備しましょう。


