
1時間雨量（ミリ） 10以上～20未満 20以上～30未満 30以上～50未満 50以上～80未満 80以上
Hourly rainfall
(millimetres)

From 10 to
20 millimetre

From 20 to
30 millimetre

From 30 to
50 millimetre

From 50 to
80 millimetre Over 80 millimetre

予報用語 やや強い雨 強い雨 激しい雨 非常に激しい雨 猛烈な雨
Forecast words Raining little hard Heavy rain Very heavy rain Very heavy rain Intense storm

人の受けるイメージ ザーザーと降る どしゃ降り バケツをひっくり
返したように降るImpression of what

you have seen

人への影響 地面からの跳ね返り
で足元がぬれる 傘をさしていてもぬれる

What is the effect
on you

屋内（木造住宅）
Inside house

 (wooden house)

雨の音で話し声が
よく聞き取れない 寝ている人の半数くらいが雨に気がつく

屋外の様子
What you can
see outside

地面一面に水たまりができる
Puddles all over the ground Splashes make the area whiter and

the visibility become poor

道路が川のようになる
水しぶきであたり一面が白っぽくなり、

視界が悪くなる

傘はまったく役に立たなくなる

滝のように降る
（ゴーゴーと降り続く）

息苦しくなるような
威圧感がある。
恐怖を感じる

Rain like a waterfallBucketing down rainPouring rainDownpour rain

Road become
like a river

Half of those people sleeping wake with the notice of the rain

Getting wet with umbrella Using umbrella does not mean anythingYour feet are getting 
wet from rain bouncing 
off the ground

Feel as if you are 
going to suffocate and 
feeling fear and panic

Cannot hear 
conversation from
sound of rain

❸ 大雨に注意する Be aware of heavy rain
おお あめ ちゅう い

❺ 土砂災害から命を守る To protect your life from
landslide disaster

　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となったときに、東京都と気象庁が共同で土砂災害警
戒情報を発表し、市町村を特定して警戒を呼びかけます。危険度が高まっている詳細な領域は気象庁HPの大雨警報（土
砂災害）の危険度分布で確認できます。たとえ同情報が発表されていなくても、近隣の斜面の状態に常に注意し、次のよ
うな前兆現象に気づいた時には直ちに安全な場所に避難してください。
Tokyo metropolitan government and Japan Meteorological Agency (JMA)will specify the location and issue 
Landslide Alert Information when the situation reaches levels of landslides may occur at any moment.You can 
check for increasing risk of disaster conditions with reference to the Real-time Disaster Risk Map on the JMA 
website.Even if no information or warnings has been issued, pay attention to the situation of the hillsides in your 
local neighbourhood and start to evacuate if you can see precursors of a landslide.

土石流 がけ崩れ 地すべり
Debris flow Landslide Landslip

山腹や渓流の土砂が一気に下流へ押し
流されます。強大な威力とスピードで、
あらゆるものをのみこんで進みます。

雨でやわらかくなった斜面が急激に崩
れ落ちます。最も多い土砂災害で、逃げ
遅れて犠牲になる人も多く発生します。

斜面の一部が地下水の影響などで
ゆっくり下方に移動する現象です。広
範囲に被害が及びます。

●近くで山崩れなどが発生　●立木
の裂ける音や岩の流れる音がする　
●渓流の水が急ににごり、流木など
がまざる　　など

●Landslide occur nearby
●Can hear a sound of tearing living 
tree’s and crags flowing

●The water of the mountain steam 
suddenly become muddy and contain 
drift woods etc

Sediment from mountainside and 
mountain stream is swept downstream 
at once. Swallow up everything with 
great power and speed.

●Cracks run down the slope
●Pebbles fall from the slope
●Hear rumbling noise, strange noise, 
from the hill

●The slope is bulging etc

●Hear an underground and house 
rumbling

●Snapping sound of tree roots
●Ground vibration
●There is a rubbing sounds of tree 
branches(without wind)

●Cracks and steps initiate on the 
slope’s surface. It get bigger etc

The phenomenon of the part of the 
slope moves under influence of the 
groundwater downward slowly. It inflict 
extensive damage.

The slope softened by heavy rain, 
collapses suddenly. It is the most likely 
happened landslide disaster and makes 
many victims because of delayed 
escape.

〈前兆現象〉 〈前兆現象〉 〈前兆現象〉
●斜面に亀裂が走る　●小石が斜面
からぱらぱら落下する　●斜面から異
常な音、山鳴り、地鳴りがする　●斜
面にふくらみが見られる　　など

〈precursor〉 〈precursor〉 〈precursor〉

●地鳴り、家鳴りがする　●根の切
れる音がする　●地面が振動する　
●木の枝先のすれ合う音がする（風
がないとき） ●亀裂や段差が発生、
拡大する　　など

ど しゃ さい がい いのち まも

災害発生情報
Disaster occurrence
information

Evacuation Preparation
Alert/Early Evacuation for
the Elderly

住民に行動を促す情報
（避難情報等）

Information to encourage
residents to take action

(including evacuation information)

●洪水注意報
●大雨注意報

●避難勧告
●避難指示（緊急）
●Evacuation Advisory
●Evacuation
　Order(Emergency)

●Flood advisory
●A heavy rain advisory

早期注意情報
Early advisory information

避難準備・
高齢者等避難開始

警戒レベル

警戒レベル5
Alert level 5

住民がとるべき行動
Alert level Action that residents shouldtake

既に災害が発生しているので、命を守るための最善の行動を
とりましょう。
Disaster already started so to take the best course of action to 
safeguard life.

Check the hazard map to recognise what you need to do for 
preparing evacuation

Raise your preparedness for disaster

Start evacuating quickly to the evacuation place. If there is a high 
probability that a disaster will occur and going outside puts your 
life in danger, evacuate to somewhere safe nearby or evacuate 
to a safer location inside your home.

Those who require time to evacuate, such as the elderly, 
disabled persons, infants and other persons requiring assistance 
and assistants, should begin evacuating. Other people need to 
start preparing to evacuate and voluntarily evacuate.

警戒レベル2
Alert level 2

避難に備え、ハザードマップ等で自分の避難行動を確認しま
しょう。

警戒レベル4

警戒レベル1
Alert level 1

災害への心構えを高めましょう。

Alert level 4
全員避難

All residents’
evacuation

Alert level 3
People in need of
special assistance
and seniors begin
evacuation

速やかに避難場所へ避難しましょう。災害が発生するおそれが極
めて高く避難場所までの移動が危険と思われる場合は近隣の安
全な場所や、建物内のより安全な部屋へ緊急に避難しましょう。

警戒レベル3
高齢者等は避難

避難するのに時間がかかる高齢者や障害のある人、乳幼児等
の要配慮者とその支援者は避難を始めましょう。その他の人
は避難の準備を始め、自発的に避難しましょう。

❷ 避難に関する情報 Evacuation information

　市が発令する避難勧告等の避難情報と気象庁等が発表する防災気象情報が、5段階の警戒レベルで提供されます。住
民がとるべき行動を理解して、いざというときの避難行動に役立ててください。

●必ず警戒レベル１～５の順番で発令されるとは限りません。●避難指示（緊急）は状況に応じて緊急的
に、又は重ねて避難を促す場合等に発令されるため必ず発令されるものではございません。●災害発生情報
は災害の発生を把握した場合に可能な範囲で発令されるため、必ず発令されるものではございません。
●Evacuation information may not be issued from the 1 to 5 order, so stay alert to the latest information. 
●An evacuation order (emergency) could be issued urgently and might depend on circumstances. Also it 
could be issued to encourage additional evacuation. So it is not always issued. 

●Regarding the occurrence of a disaster, this is not always broadcast. So they aren’t always issued.

Evacuation information including evacuation advisory issued by the municipal and severe weather terminology issued 
by Japan Meteorological Agency(JMA) which is estimated as 5 point scale alert level. Please understand it and use 
make use of this for your evacuation.

高い
High(level)

危険度
Risk allowances

低い
Low(level)

●大雨によって災害が起こる恐れのあるときは大雨注意報や洪水注意報を、重大な災害が起こる恐れのあるときは大雨
警報や洪水警報を、さらに重大な災害が起こる恐れが著しく大きいときは大雨特別警報を発表して警戒や注意を呼び
かけます。なお、警報や注意報の基準は地域によって異なります。 

●数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を観測・解析したときには記録的短時間大雨情報を発表します。
この情報が発表されたときは、お住まいの地域で、土砂災害や浸水害、中小河川の洪水災害の発生につながるような
猛烈な雨が降っていることを意味しています。なお、情報の基準は地域によって異なります。

●If there is possibilities that heavy rain cause disaster, heavy rain and flood advisory serous disaster may occur, 
heavy rain warning and flood waring will be issued. If there is highly possibility to have more serious disaster, heavy 
rain emergency warning may be issued. Advisory and Warning standard are different depending on region.

●Announce information about a record-breaking rainfall in a short period when a brief heavy rain fall once every few 
year. It is meant that your living area have heavy rain, it may cause flood, landslide disaster, flood damage of small 
and medium rivers. This information standard vary by region.

ひ なん かん じょう ほう

❹ 避難情報等の入手方法 How to get evacuation
information

　避難に関する情報は、市がもつ広報手段及びテレビやラジオなどを通して
住民に伝えられます。
Higashimurayama city delivers evacuation information to the residents via TV, 
Radio, and public information system which Higashimurayama city has.

　アプリをダウンロードし、登録すると、普段は市からの防災に関
する情報や防災関係機関の情報などの取得、災害時はそれに加え
被害情報を発信し、共有することができます。

東村山市の防災情報取得ツールについて

●東村山市公式アプリ「東村山防災ｎａｖｉ」 Higashimurayama city official APP [Higashimurayama disaster prevention navi]

Automatic email services of disaster prevention administrative radio broadcasting

　登録すると、警報の発表や避難情報など、市か
らの防災情報を迅速に受け取ることができます。
※登録・使用は無料ですが、メール1通あたり
　1～2円のパケット通信料がかかります。

　災害時の避難情報など、さまざまな防災情報を発信する防災行
政無線の放送内容を音声合成システムでお知らせします。

防災行政無線の内容が聞き取れなかった場合などにご利用ください。
放送から24時間以内であれば放送内容を確認できます。

◆メール作成画面でアドレス欄に下記メールアドレスを入力するか、下記ＱＲ
コードを読み取り、空メールを送信してください。登録の際に必要となるの
は、登録する方のメールアドレスのみです。

　bousai.higashimurayama-city@raiden.ktaiwork.jp

◆ Send a blank e-mail to the following email address or 
scan the following QR code to access the site. You 
need your email address only when you register it.

Provide several disaster prevention information such as indication 
for evacuating by administrative radio system for disaster 
prevention by the speech synthesis system.
Automatic telephone answering services of disaster prevention 
administrativeradio broadcasting system(☎: 042-393-3631)
Please use this in case you are missing disaster prevention 
administration. You can listen to the same radio broadcast again 
within 24 hours.

●防災行政無線メールシステム

Automatic telephone answering services of disaster prevention administrative radio broadcasting system●防災行政無線電話応答システム

●ダウンロード方法

●登録手順

●How to download it
下記ＱＲコードを読み取ってください。

Android iOS

避難情報のおおまかな伝達経路

If you download App, and register it, you can receive information of 
damage prevention and relevant body. When disaster occur, you 
can receive, send and share damage information.

If your mobile phone 
supports QR code, scan 
the following QR code to 
access the site.

When you register it, you can receive 
information from Higashimurayama city.
※Registration and the usageare free of charge 
but charge 1-2 yen packet communication fee 
per mail.

東村山市

テレビ・
ラジオ

Higashimurayama city

TV/Radio
Administrative
radio system
for disaster
prevention

防災行政無線 広報車 ホームページ 消防署・警察署・消防団メール・アプリ・
ツイッター

情報提供（各種媒体）

市民 Citizen

ひ なん じょう ほう とう にゅう しゅ ほう ほう

Municipal
information car

Website Email, App, Twitter

Provision of information
(various media)

Fire station/Police station/
Volunteer fire corps

How to receive disaster information of Higashimurayama

●How to register

防災行政無線電話応答システム（☎042－393－3631）

Evacuation information transmission brief route

気象・避難情報 住民の行動
Weather/

Evacuation information
Action that residents should take

早期注意情報
　  「❷避難に関する
　　情報」参照

To evacuate safely

Refer to ❷、❹

大雨注意報・洪水注意報
　  「❷避難に関する
　　情報」
　  「❸大雨に注意
　　する」参照

大雨警報・洪水警報
　  「❸大雨に注意
　　する」参照

雨
風
が
強
ま
る
前
に

（
2
〜
3
日
前
）

雨
風
が
強
ま
っ
て
き
た
ら（
1
日
前
〜
当
日
）

◉Check the weather forecast.
◉Take sandbags from sandbag collection 
points.

◉Check out a hazard map.
◉Prepare an emergency bag with basic 
necessities.

◉Reconfirm the location of the designated 
evacuation sites and a safe route to that 
location.

◉Clear anything can be picked up by the wind.
◉Move your furniture and 
homeappliances to the upstairs.

◉Please evacuate to the safe area.
◉Evacuation completed

◉Best course of action to safeguard your life.
◉Gather disaster information of Higashimurayama city.

◉気象情報を確認する。
◉土のうステーションから
　土のうを準備する。

◉ハザードマップを確認する。
◉避難するときに持っていくものを
準備する。

◉避難場所、避難経路を再確認する。
◉風に飛ばされそうなものを片づける。
◉家具、家電を２階以上へ移動する。

◉安全なところへ避難する。
◉避難完了

避難準備 ・高齢者等
避難開始（警戒レベル3）
　 「❷避難に関する
　  情報」
　 「❹避難情報等の
　  入手方法」参照

土砂災害警戒情報
　  「❺土砂災害から
　　命を守る」参照

　  「❸大雨に
　　注意する」参照

　  「❸大雨に注意する」参照

記録的短時間大雨情報

　 「❷避難に関する情報」
　 「❹避難情報等の
　  入手方法」参照

災害発生情報（警戒レベル５）

Heavy rain emergency warning
Refer to ❸

大雨特別警報

　  「❷避難に関する
　　情報」
　  「❹避難情報等の
　　入手方法」参照

避難勧告、避難指示
（緊急）（警戒レベル4）

■安全に避難するために

普段から避難場
所までの安全
な経路などを確
認しておきま
しょう。

常備薬、ライト、
貴重品等を持参
しましょう。自主
避難所では食料、
毛布も必要です。

事前に準備を

Confirm your flood hazard 
evacuation sites and routes 
in advance.

The water level of a river can rise 
very quickly and overflow. A car will 
start to float if there is more than 
10cm of flooding, and it might 
impede other’s evacuation and 
emergency vehicle access orcause 
an accident. Elderly or person who 
need assistance need to evacuate 
early by using public transport.

Do not use your car to evacuate

Please wear comfortable
clothes

Beware of manholes
and gutters

What to bring

It is important for
everyone in the community
and neighbours to
cooperate

持参品

ヘルメットで頭部を
保護しましょう。靴はひもで
しめられる運動靴を使いま
しょう。

動きやすく
安全な服装で

車は数十センチの浸
水で浮いてしまいま
す。他の避難者や緊
急車両の妨げにもなり、危険です。
高齢者や障害のある人など、移動
が困難な方は雨が強くなる前に避
難をしましょう。

車は使わない

◉自分の命を守る最善の行動をとる。
◉市内の災害情報を収集する。

避難は２人以上
で。隣近所を誘っ
て集団で避難し
ましょう。

隣近所で声を掛け合って マンホールは
蓋が開いている
場合があります。浸水が進む
なか、マンホールや側溝には
まってしまうと大変危険です。

マンホールや
側溝に注意を

「ハザードマップ」面に掲載の「避難所と自主
避難所」「避難所等の開設」をご確認ください。

隣近所に声を掛け合って、できるだけ集団で避難する。

Ask your neighbours to evacuate together.

避難のポイント

●浸水などが予想されたら早めに避難する

お問い合わせ：防災安全課

土のうステーション Sandbag collection point

　市では、水害時に住宅等への浸水を防ぐ際に使用できる土のうを土のうス
テーション（マップ上の　）に備蓄しています。
Sandbag collection points are available in locations within the city, 
allowing anyone to freely take sandbags in order to prevent damage.
(find 　this mark on this map)

Before the 
winds and 
rain get 
intense
(2 to 3days 
before)

Early warning 
information
Refer to ❷

Heavy rain 
advisory/Flood 
advisory
Refer to ❷、❸

Heavy rain warning/
Flood warning
Refer to ❸

Landslide alert 
information
Refer to ❺

Information about a 
record breaking 
rainfall in a short 
period
Refer to ❸

Refer to ❷、❹

Refer to ❷、❹

When the 
winds and 
rain got 
worse
(from a day 
before up
to the day)

●Always check 
the weather 
forecast

●If you feel there is a potential risk of 
flooding,quickly evacuate to sites

Confirm [evacuation site and voluntary evacuation site]and 
[Establishment of the evacuation sites] on the hazard map.

●Confirm the 
evacuation 
information

What are the important points for evacuation

Emergency bag should 
contain your household 
medicine, a flashlight, your 
valuables,etc. In the 
voluntary evacuation site, 
you may need drinking 
water, food, and a blanket.

Please evacuate more than 
2 people. Ask your 
neighbours to evacuate 
together.

Please wear helmet to 
protect your head, also 
wear sports shoes with 
laces to tide up.

Submerged roads are 
dangerous as it can be 
difficult to tell how deep 
the water is and manhole 
and gutter covers may be 
missing.

Being prepared for
(evacuation)

Contact regarding this flood disaster hazard map : 
disaster prevention and risk management section

●避難に関する情報を
　確認する

●最新の気象情報を
　確認する

❶ 風水害時の行動 What you need to do during storm
and flood damage

ふう すい がい じ こう どう

　「マイ・タイムライン」とは、台風や大雨などの風水害に対する事前の準
備や行動を時系列に整理した自分のための避難計画です。家族構成や生
活環境に合わせて、「いつ、誰が、何をするのか」をあらかじめ決めておく
ことで、災害の危険が迫ってきたときに、あわてないで避難できるように
しておきましょう。

マイ・タイムラインをつくろう Planning “my time line(schedule)”for evacuation

詳しくは、「東京マイ・タイムライン」を検索
Please check detail “Tokyo my time line”

東京マイ・タイムライン　検索

What is“my time line”? [My time line] is time 
evacuation schedule, can be used for 
preparation from natural disaster such as 
typhoon and heavy rain. You can follow what 
you need to do next chronologically in it. If you 
plan [when, why, what to do] in advance, you 
don’t need to panic and you can evacuate 
smoothly.


