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洪水と自分自身とをよく知れば、安全に逃げられる！

大雨が降ると、川にたくさんの水が流れこみ、

この水がさらに増えると川の水があふれ（氾濫）、

街に流れ込んできます。

街に流れ込んできた水は、いきおいが強く、家

が流されたりしますので、川から水があふれる前

に安全な高い場所へ移動しておくことが大事です。

■川から水があふれる前に逃げる！！

■マイ・タイムラインをつくろう！！

川から水があふれる前に安全な場所へ移動しておくためには、どのように川が

あふれるかを知り、それに応じた備えをしていく必要があります。

安全な場所への距離、移動するスピードは人それぞれですよね。自分自身の家

族構成や生活環境を踏まえて、自分自身の洪水リスクを把握し、あわてずに逃げ

る準備を整えて、逃げ切れるタイミングで逃げ始めることが重要です。

いざというときにあわてずに行動するために、大雨が降る前から川の水があふ

れるまでの間に、いつ何をするのかをあらかじめマイ・タイムラインとして整理

しましょう。
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今後の天気を自分で確認してみよう！

台風の位置や強さ、今後の台風の進路や前線

の動きなどを確認しましょう。

想定される降雨量など、大雨に関する情報を

確認しておきましょう。

や の可能性に

ついて発表されるかもしれません。

引き続き気象庁や市役所、県からの情報を確認

しておきましょう。

情報 気をつけるポイント

①天気に関する情報

・台風の大きさ ・台風の強さ
・台風の進路

・雨量
・雨の降っている地域（川の上流）
・今後の見通し

②川に関する情報
・近くの川の水位
・上流の川の水位（今後の見通し）
・氾濫の発生

③避難に関する情報
・高齢者等避難、避難指示
・避難所の開設情報

・交通の状況

台風
発生

緊急時

川
の
水
位
上
昇

■避難行動を判断する時の有効な情報

洪水時に必要な情報は、時々刻々と変化します。

最新の情報を集めましょう。

①天気に関する情報

～３日前

２日前

１日前
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台風進路予想図

気象警報・注意報



今後の天気を自分で確認してみよう！

テレビの天気予報や、パソコン、スマー

トフォン・携帯電話で、気象庁のホーム

ページにアクセスすれば、台風の位置や強

さ、今後の台風の進路や暴風域等を確認で

きます。

■台風に関する情報

気象庁ホームページ（台風情報） http://www.jma.go.jp/jp/typh/

パソコン、スマートフォン・携帯電話で、

「川の防災情報」や気象庁ホームページにア

クセスするか、NHK総合テレビのデータ放送

(ｄボタン)で、雨に関する警報等や雨量観測

所のリアルタイム情報、レーダ雨量(XRAIN)

情報を見ることができます。雨量観測所のリ

アルタイム情報は、高崎河川国道事務所ホー

ムページでも確認できます。

■雨に関する情報

川の防災情報ホームページ
（XRAIN）

https://www.river.go.jp/kawabou/pc/rd?mapType=3&view
Rd=1&viewRW=0&viewRiver=1&viewPoint=0&viewGrpStg=3
&viewContents=3&fld=0&zm=5&clat=35.687088&clon=13
8.45645728125004&rdtype=xrain&rdnum=1&rdopa=40

気象庁ホームページ（雨雲の動き） https://www.jma.go.jp/jp/highresorad/

高崎河川国道事務所
ホームページ

https://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/taka
saki_index001.html

川の防災情報ホームページ（XRAIN） 気象庁ホームページ（雨雲の動き）
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上流部に降った雨は、やがて下流に流れますので、あなたの家の近くの川の水

位も上昇する可能性があります。上流部の雨の様子も確認しましょう。

QRコード

QRコード QRコード



避難を開始するまでに準備しておこう！

■避難を開始するまでに準備・考えておくべきこと

防災グッズの確認をしておく。

不足があれば買い出しへいきましょう。

また、たとえば、おばあちゃんが普段から飲んでいる

薬を、早めに病院に受け取りに行く。

携帯電話やスマートフォンを充電しておきましょう。

ハザードマップで指定緊急避難場所や避難ルートを確認

しておく。

いつでも避難できるように、避難できる服装に着がえる。

避難指示が発令されたときは、すでに

雨が強かったり、道路冠水が生じてい

る可能性があります。

早めの避難を心がけましょう！

～３日前

半日前

数時間前

避難を開始するまでに準備できることの一例です。

前もって家族で話し合っておきましょう。
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おおよそ

おおよそ

おおよそ

ひ なん し じ

かんすい

し てい きんきゅう ひ なん ば しょ

じゅうでんけいたい

ふだん

ふくそう



避難を開始するまでに準備しておこう！

ハザードマップは、川から水があふれたときにどの地

域が危険なのかを色で示したもので、色が濃いほど危

険性が高いことをあらわします。

自分の家や学校はどうでしょうか。

指定緊急避難場所やそこまで行く安全なルートなど、

前もって確認しておきましょう！

■ハザードマップを確認しよう！！

■避難するときには長靴はダメ！！

ハザードマップ
ポータルサイト https://disaportal.gsi.go.jp/

長靴に水が入ると、重たくなります。

水に強いと思われがちな長靴ですが、逆に避難するときに足手ま

といになってしまう場合がありますので、避難するときに長靴を

はくのはやめましょう！

■いざという時のための防災グッズをそろえておこう！！

■氾濫水は濁っている！！
氾濫水は茶色くにごっていて、水路と道路の境や、

ふたが開いているマンホールの穴は見えません。

やむを得ず水の中を移動するときには、

棒で足下を確認しながら移動しましょう。
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家族と相談しながら、必要なものをリュック等にまとめておきましょう。

食料（お菓子やレトルト食なども） 飲料

薬（普段から薬を飲んでいる人は持っていきましょう）

お薬手帳 保険証 タオル ビニール袋

大きめのゴミ袋 （即席ポンチョで急な天候不良にも対応可能）

着替え（3日分はあるとよい）

汗拭きシート（お風呂に入れない場合に備えて）

懐中電灯 携帯電話＋充電器 貴重品

QRコード

【例】高崎市（新町・吉井地域）
洪水ハザードマップ

なが ぐつ

ぼう

ひ なん

はんらん

あな

さかい

※上記に示しているものは一例です。各自治体の防災ガイドブックなどをチェックしてみましょう。

し てい きんきゅう ひなん ば しょ



川の水位を自分で調べてみよう！

川の上流で降った雨が下流に流れてきて、川の水位がだんだん

高くなります。氾濫注意水位に到達すると、河川事務所等から

洪水予報 が発表されます。

氾濫注意水位を超えて川の水位が上がり続け、避難判断水位に

到達すると、河川事務所等から洪水予報 が

発表されます。

さらに川の水位が高くなり、氾濫危険水位に到達すると、河川

事務所等から、いつ氾濫してもおかしくない状態を示す洪水予

報 が発表されます。

情報 気をつけるポイント

①天気に関する情報

・台風の大きさ ・台風の強さ
・台風の進路

・雨量
・雨の降っている地域（川の上流）
・今後の見通し

②川に関する情報
・近くの川の水位
・上流の川の水位（今後の見通し）
・氾濫の発生

③避難に関する情報
・高齢者等避難、避難指示
・避難所の開設情報

・交通の状況

台風
発生

緊急時

川
の
水
位
上
昇

■避難行動を判断する時の有効な情報

②川に関する情報

半日前

数時間前
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おおよそ

おおよそ

氾濫注意情報
はんらん

氾濫警戒情報
はんらん けいかい

警戒レベル２相当
けいかい

氾濫危険情報
はんらん きけん

警戒レベル３相当
けいかい

警戒レベル４相当
けいかい

はんらん

ひなん はんだん

はんらん きけん

とうたつ

こうずい よほう

洪水時に必要な情報は、時々刻々と変化します。最新の情報を集めましょう。

また、「川の防災情報」で、近くの水位観測所をしらべましょう。

こう ずい じ じ じ こく こく

ぼうさい じょうほう



川の水位を自分で調べてみよう！

パソコン、スマートフォン・携帯電話で、川

の防災情報ホームページ、高崎河川国道事務所

や県の防災情報のホームぺージにアクセスする

と、水位観測所のリアルタイム情報、河川の洪

水予報を確認できます。NHK総合テレビの

データ放送(ｄボタン)でも、水位観測所のリア

ルタイム情報を確認できます。

パソコン、スマートフォン・携帯電話で、高

崎河川国道事務所や県の防災情報のホームぺー

ジにアクセスすると、烏川・神流川などのライ

ブ映像を見ることができます。

■川に関する情報

川の防災情報ホームページ https://www.river.go.jp/

高崎河川国道事務所
ホームページ

https://www.ktr.mlit.go.jp/takasaki/taka
saki_index020.html

川の防災情報ホームページ
（水位観測所付近の川の断面図）

高崎河川国道事務所

ホームページ

（ライブカメラ）
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川の防災情報ホームページ
（地域選択（水位・雨量））

QRコードからあなたの

地域の参考となる水位

観測所を選び、水位を

調べてみよう！



避難に役立つ情報を確認してみよう！

天気に関する情報や川に関する情報などを総合的に判断して、避難を

するときに時間がかかる人や支援が必要な人など、早めに避難行動を開

始していただきたい人に対して、自治体は高齢者等避難（警戒レベル

３）の情報を発令しますので、避難に時間を要する人は避難しましょう。

さらに、天気に関する情報や川に関する情報などから非常に危険な状

態が今後予想されると判断した場合は、自治体は避難指示（警戒レベル

４）を発令しますので、安全な場所へ避難しましょう。

情報 気をつけるポイント

①天気に関する情報

・台風の大きさ ・台風の強さ
・台風の進路

・雨量
・雨の降っている地域（川の上流）
・今後の見通し

②川に関する情報
・近くの川の水位
・上流の川の水位（今後の見通し）
・氾濫の発生

③避難に関する情報
・高齢者等避難、避難指示
・避難所の開設情報

・交通の状況

台風
発生

緊急時

川
の
水
位
上
昇

■避難行動を判断する時の有効な情報

③避難に関する情報

半日前
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洪水時に必要な情報は、時々刻々と変化します。

最新の情報を集めましょう。

こう ずい じ じ じ こく こく



避難に役立つ情報を確認してみよう！

災害が発生し、危険なときは自治体から避

難指示（警戒レベル４）等が発令されます。

テレビやラジオ、携帯メールやインター

ネット、防災行政無線などで正しい情報を確

認し、避難してください。

■避難に役立つ情報を確認しよう！！
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また、大規模な災害が発生した際、渋滞の発生や通行止め、そのための迂回路

の設置など、普段とは違う交通状況になることがありますので、自治体や県、日

本道路交通情報センターホームページにアクセスして、現在の交通状況を確認し

てください。

うかい ろ

ふだん

• 災害によって被害が出る危険性が非常に高い。

• 周囲の状況を十分に確認した上で安全な場所に避難するよう努める。

避難指示

日本道路交通情報センター
ホームページ

https://www.jartic.or.jp/

日本道路交通情報センターホームページ

QRコード

• 非常持ち出し品の準備をする。

• 高齢者や幼児、外国人、体の不自由な人など避難に時間を要する人は
避難を始める。

高齢者等避難



避難に関する参考情報
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■警戒レベルに関するチラシ（内閣府）

[表面]



避難に関する参考情報
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[裏面]

■警戒レベルに関するチラシ（内閣府）



避難に関する参考情報
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■警戒レベルに関するチラシ（内閣府・消防庁）

[表面]



避難に関する参考情報
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[裏面]

■警戒レベルに関するチラシ（内閣府・消防庁）



-14-

避難に関する参考情報

■警戒レベルに関するチラシ（気象庁）



メ モ



みんなでタイムラインプロジェクト

みんなでつくろう！マイ・タイムライン
～マイ・タイムラインをつくるためのヒント集～

企画・編集 鬼怒川・小貝川上流域大規模氾濫に関する減災対策協議会
鬼怒川・小貝川下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会

再編集 烏・神流川流域大規模氾濫に関する減災対策協議会
問い合せ先 国土交通省 関東地方整備局 高崎河川国道事務所

群馬県高崎市栄町6-41 027-345-6041


