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浸水想定区域（浸水深）

緊急時
に確認「避難情報のポイント」を確認しましょう「避難情報のポイント」を確認しましょう

台風・豪雨等から身を守るために
防災意識日本一のまちを目指して

■下諏訪町が出す警戒レベル（避難情報）で「確実」に避難しましょう!!
■国土交通省・気象庁・都道府県から出る警戒レベル相当情報（河川水
　位や雨の情報）を参考に「自主的に早めの避難」をしましょう!!

名　称：警戒レベル
発信者：下諏訪町等
内　容：避難情報

名　称：警戒レベル相当情報
発信者：気象庁や都道府県等
内　容：河川水位や雨の情報

警　戒
レベル 住民がとるべき行動 避難情報等

5
4
3
2
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命を守る最善の行動 災害発生情報

最新情報に注意 早期注意情報

危険な場所から
全員避難

避難勧告
(避難指示(緊急))
避難準備・

高齢者等避難開始
大雨注意報
洪水注意報

危険な場所から
高齢者などは避難
ハザードマップ等で
避難方法を確認

防災気象情報（警戒レベル相当情報）

浸水の情報（河川） 土砂災害の情報（雨）

5
相当

4
相当

3
相当

2
相当

1
相当

氾濫発生情報

氾濫危険情報

氾濫注意情報

大雨警報

土砂災害警戒情報

大雨特別警報
（土砂災害）

氾濫警戒情報
洪水警報

　市町村長は、警戒レベル相当情報（河川や雨の情報）のほか、地域の土地利用や災害実績なども踏まえ
総合的に警戒レベル（避難情報）の発令判断をすることから、警戒レベルと警戒レベル相当情報が出るタ
イミングや対象地域は必ずしも一致しません。

◇緊急時に身を寄せる避難先は、町が指定する指定避難所(※１)や指定避難場所(※２)、安全な親戚・知人宅
など様々です。普段からどこに避難するか決めておきましょう。
※1：自宅の耐震性に不安があり、付近に安全な場所がない場合に避難できる屋内収容施設。
※2：大規模災害時に一時的に避難できる屋外の施設として指定された町内の小中学校校庭・公園等。

・気象庁から市町村単位の警戒レベル相当情報が出されたら、お住まいの地域の状況が詳細にわかる情報
（危険度分布）を気象庁HP等で確認しましょう。
・住所を登録しておけば、お住まいの地域が危険になったら自動的にスマートフォンに
　通知される「危険度分布通知サービス（気象庁）」もありますので、ご活用ください。

■危険度分布でお住まいの地域の状況を確認しましょう！

警戒レベル５はすでに災害が発生している状況です。

豪雨時の屋外避難は危険です。車の移動も控えましょう。

危険な場所から警戒レベル３で〈高齢者などは避難〉
　　　　　　　警戒レベル４で〈全員避難〉です。

！
！
！

感染症対策のため、マスク・消毒液・体温計等を持ち避難しましょう。

「避難」とは「難」を「避」けることです。
安全な場所にいる人は、避難所等に行く必要はありません。
避難先は小中学校・公民館だけではありません。
安全な親戚・知人宅に避難することも考えてみましょう。

！

！
！

必要な情報を自ら入手しましょう

防災気象情報
下諏訪町の防災気
象情報について掲
載しています。

メール配信
サービス　

テレホン
案内サービス

緊急放送や暮らしの情報
等をメールで配信します。
※利用者登録が必要です。

防災行政無線放送の直近
の内容を確認できます。

0120-27-2311

ハザードマップの見方 必ず確認してください

ハザードマップの見方 もっと詳しく知りたい人向け

詳細は町総合ハザードマップをご覧ください。新たにご希望の方は下諏訪町総務課危機管理室までお問い合わせください。

※土砂災害の危険があっても、十分頑丈なマンション等の上層階に住んでいる場合は自宅に留まり安全確保することも可能です。

次の３つが確認できれば浸水の危険があっても自宅に留まり安全を確保することも可能です。

凡　例
水　害 土砂災害

土砂災害のおそれがある区域
（土砂災害警戒区域）です

浸水するおそれが
ある区域です5.0m以上 3.0m以上5.0m未満

土砂災害警戒区域
　（イエローゾーン）

土砂災害のおそれがある区域

土砂災害特別警戒区域
（レッドゾーン）

建造物に損壊が生じ、住民等
の生命または身体に著しい危
害が生じるおそれがある区域。

①家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていないか ②浸水深より居室は高いか ③水がひくまで我慢できるか、
　飲料水・食糧などの備えは十分か

流速が速いため、
木造家屋は倒壊する
おそれがあります。

※総合ハザードマップP51-52の
　洪水マップ（浸水継続時間）で
　確認できます。

地面が削られ家屋は
建物ごと崩落する
おそれがあります。
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諏訪湖諏訪湖 第二種住居地域第二種住居地域
建ぺい率   60％
容 積 率 200％
建ぺい率   60％
容 積 率 200％

都市計画道路変更箇所

用途地域変更箇所

準 工 業 地 域準 工 業 地 域
建ぺい率   60％
容 積 率 200％
建ぺい率   60％
容 積 率 200％

避難行動判定フロー

台風・豪雨時に備えてハザードマップと一緒に
「避難行動判定フロー」を確認しましょう

平時に
確認

「自らの命は自らが守る」意識を持ち、
自宅の災害リスクととるべき行動を確認
しましょう。

あなたがとるべき避難行動は？ 必ず取り組みましょう
ハザードマップで自分の家がどこにあるか
確認し、しるしをつけてみましょう。

家がある場所が、浸水想定区域内や土砂災
害（特別）警戒区域内に入っていますか？

災害の危険があるので、原則として、自宅
の外に避難が必要です。

ご自身または一緒に避難する方は避難に
時間がかかりますか？

安全な場所に住んでいて身を寄せられる
親戚や知人はいますか？

安全な場所に住んでいて身を寄せられる
親戚や知人はいますか？

区域内に入っていなくても、周りと比べて
低い土地や崖のそばなどにお住まいの方は、
町からの避難情報、気象庁などからの河川
水位、雨の情報を参考に、必要に応じて避
難してください。

※浸水の危険があっても、
①洪水により家屋が倒壊または崩落してし
まうおそれの高い区域の外側である。
②浸水する深さよりも高いところにいる。
③浸水しても水がひくまで我慢できる、飲
料水・食糧などの備えが十分にある場合
は自宅に留まり安全確保をすることも可
能です。
※危険があっても、十分頑丈なマンション
等の上層階に住んでいる場合は自宅に留
まり安全確保をすることも可能です。

警戒レベル３が出
たら、安全な親戚
や知人宅に避難し
ましょう（日頃か
ら相談しておきま
しょう）。

警戒レベル３が出
たら、下諏訪町が
指定している指定
避難所（場所）へ
避難しましょう。

警戒レベル４が出
たら、安全な親戚
や知人宅に避難し
ましょう（日頃か
ら相談しておきま
しょう）。

警戒レベル４が出
たら、下諏訪町が
指定している指定
避難所（場所）へ
避難しましょう。

■問い合わせ　下諏訪町 総務課 危機管理室　電話27－1111（内線260）

都市計画道路及び用途地域の一部を変更しました都市計画道路及び用途地域の一部を変更しました

温泉配湯新規加入者募集温泉配湯新規加入者募集

　下諏訪岡谷バイパスへ接続する都市計画道路３・４・
12号赤砂東山田線について、このたび一部区間の道路
線形変更を行いました。また、併せて周辺用途地域も以
下のとおり変更しましたのでお知らせいたします。

　町では魅力ある温泉の活用による町民福祉の向上を目的として、各戸への温泉配湯事業を展開しています。
温泉には様々な効能があり関節痛、打ち身、腰痛、冷え性などの症状改善に様々な効果が期待できます。
　現在、より多くの方々に温泉を利用していただきたいと考え、温泉配湯の新規
加入者を募集しています。加入に関しては、温泉加入金として673,200円（加
入時のみ、税込）、分湯料として14,290円（毎月、税込）等の費用が必要です。
　温泉配湯の新規加入を希望される方や興味のある方は詳細をご説明いたします
ので、下記担当までご連絡ください。

■問い合わせ　下諏訪町 建設水道課 下水道温泉管理係　電話27－1111（内線222）

■問い合わせ　下諏訪町 建設水道課 都市整備係　電話27－1111（内線243）
本都市計画変更に関する図書は建設水道課にて自由に閲覧することができます。


