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インターネットのほか、お電話やFAXから
でもご注文していただけます。
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〒542-0066 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-6-13
TEL：0120-75-1093 FAX：06-6767-3660
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出動する場所をはっきり！
場所

○○市○○、○○番地
目標になる建物・交差点・公園等

火事の場合 何が燃えているか。逃げ遅れた人、
けがをした人はいないか。

救急の場合 病気やケガの状況、性別、年齢、持
病、かかりつけの病院

通報者の氏名・連絡先 私は○○です。電話番号は○○-△
△△△

救急・防災
救急

　平成27年中の救急出動件数は5,032件で4,760人の人を
医療機関に搬送しました。
　那賀消防組合では、現在5台の救急車で管内約12万人の
救急要請に対応しています。緊急を要さない軽い病気やケ
ガ等で救急車を利用すると、1分1秒を争う重症・重篤な人へ
の対応が遅れることが懸念されます。
　救急車には限りがあります！
　救急車を本当に必要としている人のために適正利用につ
いてご協力をよろしくお願いします。
こんな時は、迷わず119番通報してください
＊意識がないとき
＊激しい頭痛
＊胸や背中の激しい痛み
＊呼吸が苦しいとき
＊やけどの範囲が広い�等

通報のポイント
　「火事か？」「救急か？」

救急車の適正利用にご協力ください！！

119番通報の要領

和歌山広域消防指令センター和歌山広域消防指令センター

救急医療情報

応急手当を身につけよう
　私たちはいつどこで突然のケガや病気におそわれるか分
かりません。応急手当は家庭、学校、職場で誰もができます
が、経験がなければいきなり実践することはできません。
　応急手当の知識と技術を、何よりもまず、多くの人が身に
つけることが大切です。
　那賀消防組合では、各種講習会を開催！心肺蘇生法や
AEDの使用法、止血法等の指導をしています。ケガや病気、
または重篤で救急車を必要とする市民から、救急隊への命
のリレーとしての応急手当を身につけませんか？

夜間・休日でも開いている医療機関を探したいとき・・
●県救急医療情報センター
　TEL�073-426-1199（いい救急）（24時間体制）
●那賀消防組合
　TEL�0736-61-1791　※歯科の休日案内も行っています
休日に医療機関を受診したいとき・・
●那賀休日急患診療所
　TEL�0736-77-6410　日曜・祝日・年末年始の午前9時～午後5時
夜、子どもが急病で、朝まで様子をみても大丈夫か判断に
迷ったとき・・
●夜間・休日の子ども救急相談ダイヤル
　＃8000またはTEL�073-431-8000　平日は午後7時～11時
　土・日・祝日は午前9時～午後11時
夜間・休日に子どもが急病で小児科を受診したいとき・・・
●小児救急医療ネットワーク「すこやかキッズ」
　TEL�073-425-8181（和歌山市吹上5-2-15）
　平日夜間は午後8時～翌6時
　土・日・祝日の夜間は午後7時～翌6時
　休日昼間は、午前10時～正午、午後1時～5時
＊ 電話で伝える時の内容は、住所・氏名・年齢・患者の症状・
電話番号です。
県内の医療機関に関する情報を知りたいとき・・・
　�わかやま医療情報ネット　検索

※�落ち着いて指令員の質問に答えることが最も効率のよい
通報です！
お問合せ先　�那賀消防組合消防本部　通信指令課�

TEL�0736-61-1791
備考
　119番通報は、平成27年4月1日からは、和歌山市消防局
内に設置される和歌山広域消防指令センタ－（和歌山市消

防局・那賀消防組合・海南市消防本部・紀美野町消防本部で
共同運用）で受付しています。
　なお、消防車・救急車は従来どおり災害現場に近い那賀消
防組合の各消防署から出動しますので、安心して下さい。
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自動体外式除細動器（AED）
　AEDは、突然の心臓停止で心肺蘇生を行う時、唯一医療器
具でありながら一般の人でも簡単で確実に操作ができ、社
会復帰の確率が大変よいことで知られています。
　このAEDは、空港や駅、催し物ホール、デパートや公共施
設等に、わかりやすい場所ですぐに使用できるよう設置さ
れています。日頃からいざという時に備え、設置場所の確認
をしておくと安心です。
自動体外式除細動器（AED）設置施設一覧
番号 地区 施設の名称 施設の所在地
1

打
田

紀の川市役所�本庁舎 西大井338
2 紀の川市役所�南別館 西大井338
3 紀の川市役所�健康推進課 西大井338
4 紀の川市役所�危機管理課 西大井338
5 紀の川市役所�高齢介護課 西大井338
6 紀の川市役所�生涯スポーツ課 西大井338
7 紀の川市民体育館 花野604-2
8 紀の川市民公園�管理棟 上野354-83
9 紀の川市パークゴルフ場 窪598-1
10 打田生涯学習センター 西大井363
11 古和田会館 古和田626
12 打田中学校 東大井345
13 池田小学校 南中327
14 田中小学校 打田1491
15 こばと保育所 上野85
16 なるき保育所 南中367
17 八王子保育所 下井阪416
18 歴史民俗資料館 東国分671
19 打田第5分団第3部消防器具庫 高野27-51
20 打田第5分団第4部消防器具庫 竹房780
21 薬師寺 赤尾147
22 中三谷会館 中三谷419
23 打田第2分団第17部消防器具庫 豊田644-3
24 打田第1分団第22部消防器具庫 重行659-58
25

粉
河

粉河ふるさとセンター（粉河支所）粉河580
26 粉河体育館 粉河1479
27 粉河運動場　管理棟 粉河地先紀の川河川敷
28 鞆渕診療所 中鞆渕911
29 粉河中学校 粉河925
30 鞆渕小中学校 中鞆渕968-1
31 粉河小学校 粉河1558-1
32 長田小学校 長田中538
33 竜門小学校 杉原257-1
34 川原小学校 野上126
36 長田保育所 長田中550
37 竜門保育所 杉原16
35 川原保育所 野上113
38 鞆渕保育所 中鞆渕800
39 ハイランドパーク粉河 中津川802
40 粉河第1分団第6部消防器具庫 粉河3415
41 粉河第1分団第8部消防器具庫 中津川177
42 粉河第3分団第5部消防器具庫 風市483-2
43 粉河第4分団第3部消防器具庫 西川原185-2
44 粉河第5分団第1部消防器具庫 上鞆渕229-5
45 粉河第5分団第3部消防器具庫 下鞆渕171-3

番号 地区 施設の名称 施設の所在地
46

那
賀

那賀保健福祉センター（那賀支所）名手市場144-1
47 那賀体育館 名手西野114-1
48 愛宕池公園 北涌1068
49 那賀総合センター 名手市場1456
50 那賀中学校 名手市場1061
51 名手小学校 名手西野328
52 上名手小学校 江川中988
53 麻生津小学校 麻生津中16
54 青洲の里 西野山473�
55 那賀第1分団第2部消防器具庫 平野63
56 那賀第1分団第7部消防器具庫 切畑302
57 那賀第2分団第2部消防器具庫 名手市場665-3
58 那賀第4分団第4部消防器具庫 藤崎128-2
59 那賀第5分団第5部消防器具庫 赤沼田288
60

桃
山

桃山支所 桃山町元376
61 桃山保健福祉センター 桃山町最上1253
62 桃源郷総合運動公園�スタンド棟 桃山町最上1147-11
63 桃山ふれあいコミュニティセンター 桃山町市場2
64 桃山会館 桃山町調月384
65 介護予防拠点施設　蛍の里 桃山町野田原507-2
66 荒川中学校 桃山町元249
67 安楽川小学校 桃山町市場2
68 調月小学校 桃山町調月1101
69 旧調月保育所 桃山町調月347
70 細野渓流キャンプ場 桃山町垣内258-1
71 桃山第2分団第13部消防器具庫 桃山町調月2233
72 桃山第3分団第14部消防器具庫 桃山町善田741
73 桃山第3分団第15部消防器具庫 桃山町黒川1667-1
74 野田原下集会所�隣�旧野田原分校� 桃山町野田原516
75 桃山第3分団第18部消防器具庫 桃山町大原662
76

貴
志
川

貴志川保健福祉センター（貴志川支所）貴志川町神戸331
77 河南図書館 貴志川町神戸327-1
78 貴志川生涯学習センター 貴志川町長原447-1
79 貴志川体育館 貴志川町長原447-1
80 貴志川スポーツ公園 貴志川町井ノ口1411-10
81 長山ふれあい公園 貴志川町長山277-735
82 貴志川中学校 貴志川町上野山232
86 中貴志小学校 貴志川町上野山55
83 東貴志小学校 貴志川町井ノ口148
85 西貴志小学校 貴志川町長原167
84 丸栖小学校 貴志川町丸栖206
87 中貴志保育所 貴志川町神戸338
88 東貴志保育所 貴志川町井ノ口183
89 西貴志保育所 貴志川町長原722
90 丸栖保育所 貴志川町丸栖275
91 丸栖コミュニティセンター 貴志川町丸栖658
92 東貴志コミュニティーセンター 貴志川町岸小野180
93 西貴志コミュニティーセンター 貴志川町長山24
94 貴志川第1分団第5部消防器具庫 貴志川町国主242
95 貴志川第2分団第1部消防器具庫 貴志川町井ノ口791-4
96 貴志川第3分団第4部消防器具庫 貴志川町西山1308-3
97 貴志川第3分団第5部消防器具庫 貴志川町岸宮1124-10
98 貴志川第4分団第4部消防器具庫 貴志川町丸栖869
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悪質な消火器の訪問販売や点検にご注意ください！
　二人組の業者を装った男が高齢者宅を訪問し、「古くて使
えない消火器を買い替える必要があります。今なら値引き
します」といいながら、通常価格より高く購入させたという
事例がありました。
　出入り業者や契約業者を装って不当な価格で消火器の訪
問販売や点検をする業者がいますので、次のことに留意し
て、被害にあわないようにしましょう。もし、気づかずにサ
インや承諾をしてしまった場合は、8日以内ならクーリン
グ・オフすることができます。
●身分証明書の掲示を求める。
●あやしいと思ったら、勇気をもってきっぱりと断る。
●契約書をよく読み、むやみにサインしない。
●相手が脅迫行為にでた場合は、速やかに警察へ通報する。
※クーリング・オフについてはP78を参照ください。

感震ブレーカー
　地震の揺れによる電気機器からの出火や停電からの復旧
時に、電気火災が発生することがあります。感震ブレーカー
を設置することにより、地震を感知して自動的にブレー
カーを落として電気を止めることができます。分電盤タイ
プやコンセントタイプ等、様々な種類がありますので、自分
の家に適した感震ブレーカーを選択し、電気火災から家を
守りましょう。

日本救急医療財団 全国AEDマップ
　日本救急医療財団AEDマップは、突然に心停止となった
人に対してAEDが使われる機会を増やし、救命率を向上さ
せることを目的に、設置者の皆様のご協力のもと、AED設置
情報を提供しています。
URL　https://www.qqzaidanmap.jp/

防火対策について
　火災が発生すると、多大な被害が生じ、大切な命を失う恐
れもあります。
家庭や職場の防火対策チェックしてみませんか？
◦�たこ足配線をしたりコンセントの周りにほこりがたまる
と火が出る危険があります。
◦寝たばこやタバコのポイ捨ては絶対にしない。
◦コンロを使用している時はその場を離れない。
◦家の周りに燃えやすいものを置かない。
◦ストーブの近くに洗濯物等を干さない。
　那賀消防組合では、水消火器での消火体験、住宅用警報器
等の展示、煙の中の避難体験等を行っています。煙体験では
体に無害の煙を使用し、煙の中での呼吸法、姿勢、階段の降
り方等を学んでいただけます。
　ぜひ防火対策として当組合防災センターをご利用くださ
い！
住宅用火災警報器
　住宅には、火災警報器の設置義務があります。
　火事はどこの家庭にでも起こりうることです。いち早く
察知し、迅速に対処できるよう、火災警報器が鳴った時の正
しい対処方法を知っておきましょう。
●火災の時…�大きな声で知らせる／避難する／119番通報

する（可能なら初期消火）
●火災ではない時…警報停止ボタンを押す／ひき紐を引く
●電池切れの時…�電池切れ警報が鳴ったら電池もしくは機

器を交換（寿命は約10年）
設置例 ： 住宅用火災警報器

階段

寝室 子ども部屋（寝室）

台所居間

取り付けが義務付けられて
いる所（寝室・階段）

取り付けをおすすめする所
（台所・全ての居室）
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消防団の活動
（1）有事の活動
　ア．火災防ぎょ（建物火災、林野火災、車両火災等）
　イ．災害対応（風水害、土砂災害、地震災害等）
　ウ．その他消防本部・警察署からの要請による活動
（2）平時の活動
　ア．火災予防　イ．警備警戒　ウ．教育訓練
　エ．機械器具等、地域消防施設の点検等
女性分団の活動
　ア．予防広報活動　イ．一般住宅訪問
　ウ．救命講習指導　エ．防火指導
消防団への入団
　消防団員は特別職の地方公務員であり、消防団長から任
命され消防団活動を行います。
①団員の入団条件
　消防団員は次の条件すべてを満たす必要があります。
◦市内に居住、勤務または通学していること
◦年齢満18歳以上であること
◦志操堅固で、かつ、身体強健であること
（�上記の条件を満たしていれば、女性、学生（大学生等）の入
団も可能）
②機能別消防団員の入団条件
　機能別消防団員は、年間行事、訓練等には参加せず、日中
における消火活動、大規模災害時における災害防ぎょ及び
災害警戒活動等を補助するための団員制度で、「団員の条
件」のほか次の条件すべてを満たす必要があります。
◦団員経験またはそれに準ずる経験が5年以上あること
◦所属予定部の定数内であり、各部2名までであること
◦任期が2年であること
③女性分団員の入団条件
　女性分団員は、団本部に所属し予防広報活動、住宅訪問、
救命講習指導等市内全域で活動を行います。条件すべてを
満たす必要があります。
◦市内に居住、勤務または通学していること
◦年齢満18歳以上の女性であること
◦志操堅固で、かつ、身体強健であること

※消防団に関するお問い合わせは消防防災課まで

消防施設
　消防器具庫、防火水槽、消火栓、消防ホース格納箱、消火器
（私有物は除く）等の公の消防施設の維持管理や点検は市と
消防団が定期的に行っています。
　防火水槽や消火栓の故障や漏水、また消防ホース格納箱
内の器具の盗難等を発見された時は消防防災課まで連絡し
てください。
※消防団に関するお問い合わせは消防防災課まで

危機管理部　消防防災課
〔住所〕〒649-6492　紀の川市西大井338
〔電話〕77-2511（代表）、77-1300（直通）
〔FAX〕77-2514
〔課メールアドレス〕k130200-001@city.kinokawa.lg.jp

紀の川市消防団
消防団の組織
　紀の川市消防団は、那賀方面隊、粉河方面隊、打田方面隊、桃山方面隊、貴志川方面隊と女性分団で構成されており約1,400
名の団員が所属しています。
《組織図》

方面隊長（1名）
副方面隊長（2名）

第1分団～第5分団
那賀方面隊

方面隊長（1名）
副方面隊長（2名）

第1分団～第5分団
粉河方面隊

方面隊長（1名）
副方面隊長（2名）

第1分団～第5分団
打田方面隊

方面隊長（1名）
副方面隊長（2名）

第1分団～第3分団
桃山方面隊

方面隊長（1名）
副方面隊長（2名）

第1分団～第4分団
貴志川方面隊

団　長

副団長

団本部

女性分団
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防災
　私たちの住む紀の川市には、一級河川である清流�紀の川が流れています。その流域と支流において近年でも大雨により浸水
被害が発生しました。もし、全国的に多発している数十年に一度クラスの大雨にあえば、甚大な被害が発生することも考えら
れます。
　さらに、日本では最大の中央構造線である活断層群があります。この活断層群の延長上が平成28年4月に発生した熊本地震
の中央構造線であり、いつ同じような地震がおきても不思議ではありません。また、南海トラフ巨大地震の脅威を考えると、す
ぐにでも災害への備えが必要です。

　災害発生直後は、普段使えている電気、水道、ガス等が使えなくなることや、流通が途絶えるためコンビニ、スーパーから物
がなくなることもあり得ます。また、台風等の場合は、買い物に行けなくなることもあります。
　ご自身の命を守るためには、ご自身で水、食料、物資、熱源等を備えていただくことが最も大切です。各家庭で、できれば1週
間程度の家族全員分の備蓄をしてください。
災害への備えの一例 その他

・貴重品
・日用品
（ハブラシ、ラップ
ビニール袋等）
・マッチ、ライター
・ろうそく、懐中電灯
・ヘルメット、手袋
・携帯ラジオ
・非常用トイレ
・トイレットペーパー
・筆記用具　等

家庭での備蓄

ローリングストック法
　備蓄食料を製造日の古い順から定期的に使用していき、消費した分を新たに買い足して、
常に一定量の備えがある状態にしておく方法です。
　例えば、1日3食の4日分を備蓄しているとして（12食分）、1か月毎に1食分を消費して入
れ替えていくと、1年間ですべての備蓄食料を入れ替えることができます。これにより、乾
パンや缶詰のほか、消費期限が短い食品（レトルト・フリーズドライ）も非常食に加えること
ができます。「消費→補充→備蓄」を繰り返すことにより消費期限切れを防ぐことができ、ま
た、普段から食べ慣れた味で災害時のストレスを軽減できる効果があります。

蓄える食べる

補充
する

ローリング
ストック

　災害が発生したときに最も大きい被害は人命が失われる
ことです。その被害を最小限に抑えるために、「自助・共助・
公助」それぞれで災害に備えて防災意識を高め、連携するこ
とが重要です。

自助・共助・公助の重要性

救急医薬品 カセットコンロ・カセットボンベ 衣類・紙おむつ・生理用品

飲料水

1週間の目安（1人分）
1日3リットル×7日
＝21リットル

食料品

1週間の目安（1人分）
3食×7日＝21食

行政機関による救出救助等
公助

自らの生命は自らが守る
自助

自分たちのまちは自分たちで守る
共助

家族にあわせて必要なもの
乳幼児のいる家庭
粉ミルク、ほ乳びん、離乳食、おむつ、
おしりふき、着替え、バスタオル、
ティッシュ等
妊婦がいる家庭
母子健康手帳、新生児用品、清浄綿、
さらし、バスタオル等
体の不自由な人がいる家庭
介護用品、着替え、補助具、常備薬、障
害者手帳、お薬手帳、緊急時の連絡表
等
アレルギーをお持ちの人がいる家庭
アレルギー対応食品、薬等
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　地域の人々が自発的に防災活動を行う組織です。「自分た
ちのまちは自分たちで守る」共助の心構えで、自主防災の活
動に積極的に参加し、災害に強い地域をつくりましょう。
平常時の活動
　組織で防災資機材を備え、緊急時を想定した防災訓練や
研修を実施し、地域住民の防災意識の向上に努めましょう。
非常時の活動
　地域住民の相互協力により、救助・救護活動、消火活動、避
難誘導等の人命を守ることを第一に活動しましょう。

　地震が起きたとき、家具の転倒や棚から物の落下、食器や
ガラスの飛散等によってケガをしたり、挟まれて動けなく
なれば、死に繋がることも考えられます。
　自分で出来る地震対策の一つとして、家具や家電に転倒
防止策をとりましょう。
　特にタンスや食器棚、冷蔵庫等の背が高く重量のある家
具を転倒防止器具での固定や、ガラス戸や窓に飛散防止
フィルムを張る等の地震対策は効果的です。
　また、寝室や出入口では家具の配置を工夫する等の安全
に対する備えも必要です。

自主防災組織に参加しましょう

家具等の転倒防止について

　防災や防火の知識を身につけてもらうため、市や消防の
職員が、講師として皆さまの学習会や集会に出向き、防災や
防火訓練の実技指導をします。
研修・訓練の内容
◦�防災研修（災害への備えについて研修、家具固定や備蓄、
非常時持ち出し袋について等）
◦�救急救命研修（心肺蘇生法、AEDの使い方、三角巾を使っ
た止血法等）
◦�初期消火訓練（水消火器を使った消火訓練、模擬消火栓や
ホースの接続訓練等）
　�他にも起震車による地震体験、避難誘導訓練、炊き出し訓
練、避難所運営ゲーム等
対象　市内の概

おおむ

ね10人以上の団体やグループ
申し込み
　希望日の8週間前までにお問い合わせの上、お申し込みく
ださい。
その他
※�会場の確保や参加者への連絡、当日の進行等は申請者側
でしてください。
※個別相談・苦情・要望・交渉は受け付けません。
※�営利・政治・宗教目的等、研修や訓練の趣旨に合わない場
合は実施しません。

防災・防火の研修や訓練に、市や消防の職員が出向きます

災害時要援護者支援
高齢介護課☎問合せ

災害時要援護者名簿
　災害発生時に自ら避難することが困難な人々を災害時要
援護者とし、名簿の作成を行っています。作成した名簿は、
地区での避難支援等に活用されます。
　登録方法等詳しくはP64をご覧ください。

危機管理課・消防防災課☎申し込み・問合せ

37

１７０１紀の川市(SG40)行政最終.indd   2016/12/16   15:15:1



　台風や集中豪雨、地震により、色々な土砂災害が予想され
ます。
　地中にしみ込んでいる水の量が多いほど、発生する数や
規模が増します。また、短期間に集中して降る場合に発生し
やすく規模も大きくなります。特に土石流は、短期間の強い
雨が引き金になります。
●がけ崩れ
　急な斜面が大雨等によって緩み突然崩れ落ちる現象です。
●土石流
�　谷や渓流から、土砂や石、木を含んだ濁流が、凄い勢いで
押し流される現象です。
●地すべり
　比較的広い範囲にわたり雨を含んだ土地が、ゆっくりと動
き出す現象です。

　大きな地震が発生した際、瞬時に冷静な行動をとるには困難です。しかし、その一瞬の判断が生死を分けることもあります。
あわてず冷静な行動を取れるように、地震のときの行動パターンを身につけておきましょう

　災害から自分や家族を守るために普段からの備えと早め早めの行動を取りましょう。
《大雨の場合》

＊平坦地における予測を含む3時間雨量が基準に達すると予測される場合に発表される

土砂災害の種類
　大雨警報（土砂災害）が発表されている状況で、土砂災害
発生の危険度が非常に高まったときに、市町村長が避難勧
告等の災害応急対応を適時適切に行えるよう、また、住民の
自主避難の判断の参考となるよう、対象となる市町村を特
定して都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報です。

土砂災害警戒情報

もし地震が発生したら

気象警報が発表されたら

雨量 種類 発表条件 市民の行動

大雨になる天気予報
気象情報・空の変化に注意
浸水しそうな周りより低い場所等危険箇所を把握
避難場所を事前に決め、避難ルートを確認しておく
備蓄品の確認

注 意 報
災害が発生すると予想された場
合
基準：3時間雨量60ｍｍ*

最新の情報に注意し災害に備えた早めの準備を。
雨、風の影響を受けやすい地域・避難困難者は早めの行動
災害に備えて、家の外の備えや点検

警 報
重大な災害が発生すると予想さ
れた場合
基準：3時間雨量90ｍｍ*

紀の川市の発表する避難に関する情報に注意し、必要に応じ速やかに避難
＊特別警報が発表されていなくても早め早めの行動を心がけてください

特別警報
数十年に一度の大雨や強力な台
風等の異常気象により、重大な
災害がおきることが予想された
場合

ただちに命を守る行動をとってください。
◦避難勧告等に従い直ちに避難所に避難
◦外出が危険なときは家の中で少しでも安全な場所に移動
＊周囲の状況に応じて行動してください冷静な判断が大事です。

小

多

OFF

地震
発生

緊急
地震速報

OFF

緊急
地震速報

揺れ
発生

1～
　2分

3～
　5分

10～
　数時間

地震発生
　●自分の身を守る
　◦机の下等へ避難し家具の倒壊､落下物に注意する
　◦外にいる場合はブロック塀の倒壊やガラスの落下に注意

1～2分
　●家族の安全確保
　◦火の元を確認　◦家族の安全を確認
　◦ドアや窓をあけ､出口を確保　◦室内でも靴をはき､ガラスの破片等に注意する｡

3～5分
　●地域で協力して助け合う
　◦ご近所どうしで積極的に声をかける⇒高齢者･災害時要支援者がいる世帯を優先
　◦救護者を見つけたら協力して救出･救助
　◦火災が発生したら周囲に知らせ協力して消火活動

10～数時間　
　●安全を確保できたら…
　◦ラジオ等で正しい情報を入手
　◦家族と合流する⇒自宅を離れる時は行き先を書いたメモを残す｡
　◦非常持ち出し品や備蓄食料や飲料水の確保
　◦余震に注意する

「あわてず
　　  落ち着いて行動」
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緊急情報の種類
①避難準備情報
　指定の避難所*を開設します。不安を感じる人や、災害時要
援護者等避難に時間を要する人は、早めの避難をしてくださ
い。その他の人は、家族と連絡をとり避難準備を開始してく
ださい。夜間避難は大変危険が伴うため、夜間に災害の発生
が予測される場合、早めに避難を開始してください。
＊避難準備情報が発令された地域の避難所
②避難勧告
　災害が発生する危険性が非常に高まっているため、避難
場所へ避難を開始してください。
③避難指示
　人的被害が発生する可能性が非常に高いため、直ちに避
難してください。
情報伝達の経路
　避難準備情報、避難勧告、避難指示は下図のような経路で
住民の皆さまに伝達されます。

緊急時の情報

紀
の
川
市
役
所

避
難
勧
告

避
難
指
示

避
難
準
備
情
報

広報車

防災行政無線・サイレン等

自治会・消防団等

テレビ
ラジオ
携帯端末（携帯電話等）
緊急速報メール配信

気
象
情
報

住民の
皆さま

避難時の防災行政無線サイレンの鳴り方

1分
繰り返し

1分 1分

5秒 5秒

無音時間

吹鳴時間

紀の川市メール配信サービス
　「紀の川市メール配信サービス」について、「防災情報」カ
テゴリを登録していただくと、J-ALERTシステム（全国瞬時
警報システム）と連携した『緊急地震速報（震度4以上）』『紀
の川市への各種気象警報』等の情報が瞬時にメールで配信
されます。エリアメールと異なり、紀の川市以外の場所にい
ても紀の川市の情報が手に入るので便利です。登録方法等、
詳しくはP79をご覧ください。
防災わかやまメール配信サービス
　気象情報、河川水位情報、雨量情報、避難勧告等の情報を
携帯電話やパソコンのメールで受け取ることができます。
無料で登録できますので、ぜひご利用ください。詳細は和歌
山県ホームページをご参照ください。
regist@bousai.pref.wakayama.lg.jp
上記アドレスにそのままメールを送信し、登録を行ってく
ださい。
テレビやネットからの防災情報
●お手軽に防災情報等を入手したいとき
・テレビのデータ放送（dボタン）
●お住まいの地域の状況を詳しく知りたいとき
・防災わかやま…�http://bousai-portal.pref.wakayama.lg.jp/
・和歌山県雨量情報…�http://kasensabo01.pref.wakayama.lg.jp/new/
●雨量や河川水位を詳しく知りたいとき
・和歌山県河川雨量情報…�http://kasensabo02.pref.wakayama.lg.jp/
●気象情報を詳しく知りたいとき
・気象庁…http://www.jma.go.jp/jma/index.html
家族との連絡方法
①音声による連絡方法
　NTT西日本災害用伝言ダイヤルを使用する。
　 71 1
　�大災害に際し、被災地との通話が困難になった場合、災害
用伝言ダイヤルが提供されています。
　171をダイヤルした後ガイダンスに従ってください。
②文字（パケット通信）による連絡方法
　携帯電話の災害伝言板を利用
・NTTドコモ…http://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/
・KDDI（au）…http://www.au.kddi.com/notice/dengon/
・ソフトバンク…http://mb.softbank.jp/mb/information/dengon/index.html
・ワイモバイル…http://www.ymobile.jp/service/dengon/

memo

39

１７０１紀の川市(SG40)行政最終.indd   9 2016/12/16   15:15:18



大
池
遊
園 

西
山
口 

甘
露
寺
前

貴
志

下
井
坂 

打
田 

紀
伊
長
田 

粉
河 

名
手 

大
池
遊
園 

西
山
口 

甘
露
寺
前

貴
志

下
井
阪

打
田

紀
伊
長
田 
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粉河支所

桃山支所

紀の川市役所紀の川市役所 那賀支所那賀支所

粉河支所

桃山支所

紀の川 IC
紀の川東 IC京奈和自動車道

貴志川支所貴志川支所
桃源郷運動公園桃源郷運動公園

市民体育館市民体育館

粉河寺粉河寺
青洲の里

平池緑地公園

24

62 

14 

10 

13 

13 

13

7 

3 

4 

119 

128

129 

126 

127 

122 

24 

424 

424 

424 

122
480❸

❷

❶

❾

❼

❻

❺

❽

10

11
17 1613

14

15

18

19 20

2127

28 22

25

26

24

23

353837
29

3233
4950

4140
39

46
42

47
48
45

43

44

34
36

31

12

30

❹

❹

❸

❷

❶

避難所

自主避難所

❺

❻ 鞆渕出張所鞆渕出張所

紀の川市避難所マップ
　災害時の避難場所として、学校、公民館、集会所等を指定しています。あなたの住まいの避難所はどこにあって、どの道を通
れば安全に避難できるか等、確認しておきましょう。
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紀の川市避難所一覧
種類 場所 番号 避難所名 住所

自
主
避
難
所

打田 1 打田保健福祉センター 西大井338

粉河 2 粉河ふるさとセンター 粉河580
3 鞆渕出張所 中鞆渕1041

那賀 4 那賀保健福祉センター 名手市場144-1
桃山 5 桃山ふれあいコミュニティセンター 桃山町市場2
貴志川 6 中貴志コミュニティセンター 貴志川町上野山28

種類 場所 番号 避難所名 住所 福祉避難所を併設

避
難
所

打田

1 田中小学校高野分校（体育館） 高野595
2 田中小学校（体育館） 打田1491
3 池田小学校（体育館） 南中327
4 打田中学校（体育館・格技場） 東大井345 ○（教室棟）
5 神通温泉施設 神通150-1
6 井阪文化会館 西井阪169
7 打田保健福祉センター 西大井338 ○

粉河

8 鞆渕小・中学校（体育館） 中鞆渕968-1
9 竜門小学校（体育館） 杉原257-1
10 粉河中学校（体育館・格技場） 粉河925
11 粉河小学校（体育館） 粉河1558-1
12 粉河ふるさとセンター 粉河580
13 長田小学校（体育館） 長田中531-7
14 川原小学校（体育館） 野上126
15 上鞆渕集会所 上鞆渕229-5
16 県立粉河高等学校（体育館） 粉河4632
17 粉河体育館・粉河格技場 粉河1479
18 下鞆渕集会所 下鞆渕457

那賀

19 名手小学校（体育館） 名手西野328
20 麻生津小学校（体育館） 麻生津中16
21 那賀中学校（体育館・格技場） 名手市場1061
22 那賀体育館 名手西野114-1
23 那賀総合センター 名手市場1456
24 中尾集会所 平野2092
25 赤沼田集会所 赤沼田290
26 上名手小学校（体育館） 江川中988
27 県立高等看護学院（体育館） 西野山505-1
28 那賀保健福祉センター 名手市場144-1

桃山

29 那賀スポーツレクリエーションセンター 桃山町調月5
30 桃山保健福祉センター 桃山町最上1253
31 桃山中学校体育館 桃山町善田395
32 桃山勤労者体育センター 桃山町調月349-1
33 調月小学校（体育館） 桃山町調月1101
34 細野生活改善センター 桃山町中畑108-1
35 荒川中学校（体育館） 桃山町元249
36 蛍の里・旧野田原分校体育館 桃山町野田原639
37 安楽川小学校（体育館） 桃山町市場2
38 桃山ふれあいコミュニティセンター 桃山町市場2

貴志川

39 和歌山県農業試験場 貴志川町高尾160
40 東貴志小学校（体育館） 貴志川町井ノ口148
41 東貴志コミュニティセンター 貴志川町岸小野180
42 中貴志小学校（体育館） 貴志川町上野山55
43 西貴志小学校（体育館） 貴志川町長原167
44 西貴志コミュニティセンター 貴志川町長山24
45 県立貴志川高等学校（体育館） 貴志川町長原400
46 貴志川保健福祉センター 貴志川町神戸331 ○
47 貴志川中学校（体育館・柔剣道場） 貴志川町上野山232
48 貴志川生涯学習センター 貴志川町長原447-1
49 丸栖小学校（体育館） 貴志川町丸栖206
50 丸栖コミュニティセンター 貴志川町丸栖658

※�福祉避難所は一般の避難所と違い、災害時において高齢者や障害者等、一般の避難所生活において特別な配慮を必要とする
人を対象に開設される施設です。受け入れ態勢が整った段階で開設し、身体状態や介護等の状況を考慮した人のみが対象者
となります。
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