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防災特集
もしもの備え

　日頃から防災の準備を進め、常に情報を収集しておくことが、災害時に自分や家族の安全を守ることに繋がります。
災害を防止、軽減するために、気象庁が発表している気象情報を日頃から確認し、備えておくことが大切です。

　昨年の７月豪雨の際、全国各地では避難指示が出たにも関わ
らず、避難をしなかった人の多くの理由が「ここが危険な場所だ
と知らなかった」というもの。そこで、すぐにでも活用したいのが、
各種災害によって被害が予想される場所を地図に示した「ハザー
ドマップ」です。災害の種類によって、危険な箇所や避難所は異
なる場合があります。洪水、土砂災害、地震、津波と災害ごとに
町HPで掲載しているので、あらかじめ自分が住んでいる地域を
確認し、どのような危険が想定されるのかをチェックしましょう。

避難する場所は災害によって異なります。事前にハザードマップ等で
どこが安全なのか集落やご家族で確認しておいてください。

STEP1 まずはハザードマップを確認

　地すべり、崩壊、土石流など、多くの災害は雨量が影響するとされています。短時間でも雨
量が増加すると、災害の危険性が一気に高まるので注意が必要です。水を含めばすべての山
が地すべりする可能性があります。過去に土砂災害がなかった山でも、安心せずに崖からの湧
水の量や川に石や流木が混ざった時や山鳴りなど土砂災害の前兆現象にご注意ください。

STEP2 気象情報から「危ないかも」を察知

　若狭町では、気象情報などを参考に、避難情報を発令しています。それぞれの意味を知ることで、災害発生の危
険度や切迫性を察知することができます。また新たに、自治体の発令を待たずに自らの命を自分で守るために行動
する判断基準として気象庁や自治体が出す防災気象情報について、５段階の警戒レベルが設定されました。これ
は、大きな災害が起こるたびに増えてきた防災情報をシンプルにし、川の氾濫でも土砂災害でも、警戒レベル３で
避難準備をはじめ、警戒レベル４で避難をする（高齢者の避難は警戒レベル３）というように、危険を直感的に分か
りやすく伝え、速やかな避難に繋げることが目的です。

 　緊急事態に陥ると、冷静な判断が難しくなるもの。家族全員で、自宅周辺の危険な箇所を確認し、いざという時に
はどこへどういうルートで行くのか、情報入手の手段、連絡方法、待ち合わせ場所など、事前に話し合いと予習をし
ておきましょう。また年に１度は確認日を設定し、インスタント食品などの非常食は食べて更新し、ライフラインなし
で生活してみましょう。

STEP3 警戒レベル～避難のタイミングの参考に

避難所
避難所

避難場所

避難場所

と
自宅での生活が困難で、生活するところ………

一時的に避難するところ　例：高台、親せきの家、２階など安全な場所……

は異なります。

□非常用持出品チェックシート
□ 非常食
□ 底の厚い靴（瓦礫対応）
□ 手袋（ガラス対応）
□ ヘッドランプ（手が自由になる）
□ 飲料水（１人１日３Lが目安）
□ 防寒具
□ 常備薬
□ 絆創膏・消毒薬など

□ 下着類
□ 予備の電池・モバイルバッテリー
□ カイロなど
□ 雨具
□ 靴下（ガラス対応）
□ 歯ブラシ・歯磨き粉
□ マスク・タオル・体拭き
□ ヘルメット・防災頭巾

□ ビニール袋
□ 毛布（アルミ保温シート）
□ 預金通帳・保険証・免許証等のコピー
□ 紙幣・１００円玉・１０円玉（公衆電話で使用）
□ その他、必要に応じて
　（幼児用品・介護用品・生理用品・
　  アレルギー対応職など）

※避難所には十分な備蓄はありません。台風など予測できる災害時には、食糧・寝具など必要と思われる
　ものは各自でお持ちください。

◎非常用持出品は最低３日間が自活できるだけの量を確保しておきましょう。
◎食糧は家に家族分、（冷蔵庫で３日分、インスタント食品で１週間分、飲料水１０日分（30ℓ））用意しましょう。

警戒レベル

警戒レベル

5
住民が取るべき行動 町が発令する避難情報 気象庁が発表する情報

既に災害が発生している
状況であり、命を守るた
めの最善の行動をとる。

災害発生情報※２
※２ 災害が実際に発生しているこ

とを把握した場合に、可能な
範囲で発令

大雨特別警報

警戒レベル

2 ・避難に備え自らの避難
行動を確認する。 大雨注意報／洪水注意報

警戒レベル

1 ・災害への心構えを高め
る。 警報級の可能性

警戒レベル

4
全員避難※１

・指定避難所等への立退
き避難を基本とする避
難行動をとる。
・災害が発生するおそれが
極めて高い状況等となっ
ており、緊急に避難する。

・避難勧告
・避難指示（緊急）※3
※３ 緊急的又は重ねて避難を促す

場合に発令

土砂災害警戒情報

警戒レベル

3
高齢者は避難

・高齢者等は立退き避難
する。
・その他の者は、立退き避 
難の準備をし、自発的に
避難する。

・避難準備
・高齢者等避難開始 大雨警報／洪水警報

家族で避難シミュレーションを

その他防災情報はこちら

※1 土砂災害警戒区域など危険な区
域にいる全員が避難対象。避難す
ることがかえって危険な場合は、
近くまたは建物内のより安全な場
所に移動。

■県内の災害に関する情報はこちら
　（福井県危機対策・防災情報ポータルサイト）
http://bousai-portal.pref.fukui.lg.jp/public/index.php
福井県内の災害に関する情報がまとめられたポータルサイトです。

■川の水位情報を入手できます
　（福井県河川・砂防総合情報）
http://ame.pref.fukui.jp/
北川やはす川などに設置された危機管理型水位計による、
川の水位情報を、パソコンやスマートフォンで確認する
ことができます。避難に活用してください。
設置されている水位計のマークを選ぶことで、増水状況を
リアルタイムで把握できます。

※開設準備が整うまで避難できません。

避難とは命を守る行動で、
避難所へ行くことではありません。

「警戒レベル相当情報」が発表されたとしても、必ずしも同じタイミングで町から同じレベルの避難情報が発令されるとは限りません。
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DOKI!情報局ドキ!

展示期間／

時間／9：00～ 20：00 ※最終日は１5：００まで
入場無料

9月21日（土）～10月6日（日）火曜休館

■見たものを見たと
おりに風景などを油
彩や水彩で描いた嶺
北・嶺南の仲間の絵
画展です。

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

2019

福井示現会・つばな会
合同作品展

展示期間／

時間／9：00～ 20：00 ※最終日は１6：００まで
8月24日（土）～9月15日（日）火曜休館

■立体造形作品を手
がける、福井県出身・
在住の「松見知明」氏
の作品展示を行います。木彫アートによって表
現される世界をぜひご鑑賞ください。

松見知明展

ワーク
ショップ 夏休み！工作体験
木の枝をノコギリで切った
り、積み重ねたり、穴にさし
たりして、世界に一つだけ
のマイランプを作りましょ
う。木の枝の間からもれる
やさしい光に、温もりを感
じられるすてきな作品が作れます。

時間／1回目 10：30～ 12：00
　　　 2回目 13：30～ 15：00
対象／小学3年生以上
定員／各回１５名ずつ
　　　  ※定員になり次第受付を終了します
金額／５００円

8月24日（土）開催日／

８月３１日限定 ギャラリー・カフェ
パレア若狭ギャラリーが松見知
明氏の造形世界につつまれる
アートなカフェとして特別
OPEN！飲物を片手にゆったりと
作品を鑑賞していただけます。カフェには、松
見知明氏も滞在しますので、作品についての
話しなど、気軽に作家との交流も楽しめます。

時間／12：00～ 15：00
場所／パレア若狭 ギャラリー
【ドリンク販売：irodori Labo】

8月31日（土）開催日／

（株）創楽堂  Tel:0770-52-1313

つばな会　Tel:090-4323-5650

若狭町立図書館 リブラ館
0770-47-5363

若狭町立図書館 パレア館
Tel.0770-62-2505  Fax.0770-62-2578

働くみんなの1分すぐ楽ヨガ（京乃ともみ）
図書館からのオススメ本

　座り仕事の人も、立ち仕
事の人も、子育て中の人
も。体や心のこり、疲れ、
緊張などをリセットしたい
ときがあるはず。
　そんな瞬間に1分、その
場でできるヨガポーズをお
悩み別にイラストマンガで紹介。

おはなしたまてばこ
■図書館パレア館おはなしコーナーにて、毎
月第２土曜日に絵本の読み聞かせと、工作遊
びを行います。参加無料で、赤ちゃんから参
加できます。

9月14日（土）開催日／
時間／11：00～

内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
料金／無料

場所／図書館パレア館　おはなしコーナー

9月28日（土）開催日／

■図書館リブラ館こどもひろばにて、毎月第４
土曜日に絵本の読み聞かせと、工作遊びを行
います。参加無料で、赤ちゃんから参加でき
ます。

にじいろのおはなし会

時間／14：00～

内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
料金／無料

場所／図書館リブラ館　こどもひろば

時間／ 9：00～16：00（予定）
場所／パレア若狭正面玄関前

内容／ハンドメイドの品

出店料／１,０００円／１ブース（約2m×2m）

11月3日（日）開催日／

　若狭町のハンドメイドの品が大集合する
『若狭てづくり市』を文化祭最終日に合わせ
て開催します。
　陶芸品や木彫品、レザークラフト、アクセ
サリー、お 菓
子、野菜など、
様々なジャン
ルでの出店を
募集します。

資格／若狭町民、若狭町出身者、または若
狭町内において活動される個人または団体

若狭てづくり市 出店者募集

若狭町文化協会事務局（パレア若狭内）
Tel:0770-62-2508

申し込み

音楽ホール

第2回

受賞者コンサート
■ヤマハジュニアピアノコンクールおよびエレ
クトーンフェスティバルにおいて優秀な成績を
収められた方の栄誉を称え、コンサートを開催
します。

9月29日（日）開催日／
開演／ 13：30　　開場／ 13：00

主催／（株）創楽堂

入場料／ 500円  ※自由席

岩本祐果＆岡田沙弥
ヴァイオリン・ピアノデュオ
コンサート
■小浜市で生まれ育った
若き演奏家がデュオコン
サートを企画。それぞれ
県内外で活躍する幼馴
染の二人が奏でるフレッ
シュで息の合った演奏を
ぜひお楽しみください。

9月23日（月・祝）開催日／
開演／ 14：00　　開場／ 13：30

主催／岩本祐果・岡田沙弥

料金／一般 2,000円　学生 1,500円
　　　（当日券 2,500円）
　　　※自由席 ※未就学児入場可
　　　※パレア若狭にてチケット取扱い中

重田美幸音楽教室　Tel:090-3290-9302

第57回

pf（ピアノフォルテ）
ミュージックコンサート

若狭能 倉座 ＆ 
能オペラ－ Ｎｏｐｅｒａ ＡＯＩ葵 －

■pfミュージックに通う生徒の発表会と、卒業
生によるピアノ演奏など、楽しい内容です。お
気軽にご来場ください。

■14世紀半ばには、すでに活動の記録が古文
書で確認でき、江戸時代には、小浜藩主酒井
家の保護を受けるなどして発展。旧小浜藩領
（わかさ、敦賀・滋賀県高島市の一部）の広範
囲にわたり神社等での神事能を奉納している
『若狭能 倉座』と、現代音楽との最先端クリ
エーションを探り続ける
『能声楽家』青木涼子の世
界を同時体感。倉座 福谷
喜義座長（能登野）と青木
涼子の対談も必聴。

9月8日（日）開催日／
開演／ 13：30　　開場／ 13：00
入場無料

10月20日（日）開催日／
開演／ 13：30　　開場／ 13：00
入場無料（但し入場券が必要です） ※自由席

10月19日（土）開催日／
開演／ 9：30　　開場／ 9：00
入場無料（但し入場券が必要です）

11月17日（日）開催日／
開演／ 14：00　　開場／ 13：30

後援／若狭町伝統文化保存協会、
　　　若狭町文化協会、福井新聞社

主催／若狭町

出演／能声楽家：青木涼子
　　　フルート：斉藤和志　打楽器：畑中明香
　　　若狭能 倉座：福谷喜義  野村勝  大江幸一
料金／一般 2,000円
　　　青少年（25歳以下） 1,000円
　　　※未就学児入場不可

concert.obm.0923@gmail.com
Tel:090-2280-9607

プログラム
能楽レクチャートーク、神事能「一人翁」、
武満徹「エア」、ジョルジュ・アペルギス「Le 
Corps A Corps」、馬場法子「Nopera AOI葵」

Special Chamber
Concert in 若狭
～京都弦楽四重奏団～
■弦楽四重奏など少人数で演奏するクラシック
音楽を室内楽といいます。室内楽の醍醐味は、
音と音の掛け合いから生まれる会話や、音が
重なったときに出来るハーモニーの美しさ。そ
の魅力を存分にご堪能ください。奏者が弾き
ながらの曲目解説も実施します。

12月1日（日）開催日／
開演／ 14：00　　開場／ 13：30

主催／若狭町　　後援／福井新聞社

出演／京都弦楽四重奏団
　　　ヴァイオリン：植村太郎、西川茉利奈
　　　ヴィオラ：朴梨恵　チェロ：荒井結
料金／一般 3,000円
　　　ペア 5,000円
　　　青少年（25歳以下） 1,000円
　　　※未就学児入場不可

プログラム
•モーツァルト　ディヴェルティメント  Ｋ．１３８
•ドヴォルザーク　弦楽四重奏曲第１２番『アメリカ』
•ベートーヴェン　弦楽四重奏曲第７番

託児所をご利用ください！
料　金／町内の方：520円／時間
　　　　町外の方：870円／時間
対象者／ 1歳～小学3年生まで
場　所／パレア若狭 和室
申込締切／
若狭能 倉座 ＆ 能オペラ………11月3日（日）
Special Chamber Concert in 若狭
………………………………11月17日（日）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

若狭町教育委員会事務局
Tel:0770-62-2731

入場券
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若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

NHK「　　　　　　 」公開収録
観覧者募集！

開催日／10月6日（日）
開演／ 14：00　　開場／ 13：30
主催／ＮＨＫ福井放送局、若狭町
出演／いとうあさこ、横山だいすけ
　　　すイエんサーガールズ

対象／小学生とその保護者を含む
　　　グループ（最大４人まで）
※観覧されるお客様の年齢に制限はありません。

締切／ 9月1日（日） 23:59

観覧申込／入場は無料ですが、入場整理
券が必要です。
以下のＮＨＫ福井放送局ホームページから
お申し込みください。
◆ＰＣ・スマホサイト　
http://www.nhk.or.jp/fukui/

■ＮＨＫ福井放送局と若狭町では、「すイ
エんサー」の公開収録を実施します。オ
リに入れられた“ご当地キャラ”を救出す
るため、すイエんサーガールズと会場の
皆さんで科学のナゾときに挑戦。楽しい
実験も行います。

「だれでもライブ」出演者募集

パレアのステージに
立ってみませんか？

会場／パレア若狭音楽ホール
時間／ 15：00～

出演料／無料
応募締切／ 9月9日（月）
出演者の決定／ 9月20日（金）

■「誰でも一緒のステージに立てることは、すば
らしいと感動」「また出演したいねって、仲間と話
しています」などの好評を得た「だれでもライ
ブ」。「みんなでいこう！」をテーマにしたお祭り
「ハート＆アートフェスタ」で、今年もやります！

若狭町伝統文化保存協会事務局
歴史文化課（若狭三方縄文博物館内） Tel:0770-45-2270

若狭町人権意識高揚大会
　～みんなちがっていいよ～
■一人ひとりがお互いの
違いや個性を認め合い、
いじめや差別のない明る
い社会を築くことを目的
に「若狭町人権意識高揚
大会」を開催します。

第10回

伝統文化のつどい
■天岩戸神話を舞う坂井市
丸岡町長畝の「長畝日向神
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太鼓囃子、棒振り大太鼓(伊
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福祉と文化の祭典
ハート＆アートフェスタは、よりよい共生社会の実現に向けて、ひとりひとりの「好き」や「得意」がほかの
人の元気につながり、参加した人が「誰か」や「何か」と出会える場づくりを目指して開催する「みんなで
いこう！」をテーマにしたお祭りです。

あなたが「好きなこと」でだれかを元気に
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での抽選など、「だれでもライブ実行委員会」での
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だれでもライブ実行委員会（パレア文化課）
Tel:0770-62-2508

申し込み

の  うねの  うね

希望の方には、
実行委員会
メンバーによる
ピアノ伴奏あり

第１部　人権メッセージ作品
　　　　表彰式・発表
第２部　人権映画上映会
　　　　「ぼけますから、よろしくお願いします。」
主催／若狭町人権教育推進協議会
　　　若狭町教育委員会

入場券
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展示期間／

時間／9：00～ 20：00 ※最終日は１5：００まで
入場無料

9月21日（土）～10月6日（日）火曜休館

■見たものを見たと
おりに風景などを油
彩や水彩で描いた嶺
北・嶺南の仲間の絵
画展です。

若狭町パレア文化課　Tel:0770-62-2508

2019

福井示現会・つばな会
合同作品展

展示期間／

時間／9：00～ 20：00 ※最終日は１6：００まで
8月24日（土）～9月15日（日）火曜休館

■立体造形作品を手
がける、福井県出身・
在住の「松見知明」氏
の作品展示を行います。木彫アートによって表
現される世界をぜひご鑑賞ください。

松見知明展

ワーク
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木の枝をノコギリで切った
り、積み重ねたり、穴にさし
たりして、世界に一つだけ
のマイランプを作りましょ
う。木の枝の間からもれる
やさしい光に、温もりを感
じられるすてきな作品が作れます。

時間／1回目 10：30～ 12：00
　　　 2回目 13：30～ 15：00
対象／小学3年生以上
定員／各回１５名ずつ
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金額／５００円
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月第２土曜日に絵本の読み聞かせと、工作遊
びを行います。参加無料で、赤ちゃんから参
加できます。

9月14日（土）開催日／
時間／11：00～
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料金／無料
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http://www.nhk.or.jp/fukui/

■ＮＨＫ福井放送局と若狭町では、「すイ
エんサー」の公開収録を実施します。オ
リに入れられた“ご当地キャラ”を救出す
るため、すイエんサーガールズと会場の
皆さんで科学のナゾときに挑戦。楽しい
実験も行います。

「だれでもライブ」出演者募集

パレアのステージに
立ってみませんか？

会場／パレア若狭音楽ホール
時間／ 15：00～

出演料／無料
応募締切／ 9月9日（月）
出演者の決定／ 9月20日（金）

■「誰でも一緒のステージに立てることは、すば
らしいと感動」「また出演したいねって、仲間と話
しています」などの好評を得た「だれでもライ
ブ」。「みんなでいこう！」をテーマにしたお祭り
「ハート＆アートフェスタ」で、今年もやります！

若狭町伝統文化保存協会事務局
歴史文化課（若狭三方縄文博物館内） Tel:0770-45-2270

若狭町人権意識高揚大会
　～みんなちがっていいよ～
■一人ひとりがお互いの
違いや個性を認め合い、
いじめや差別のない明る
い社会を築くことを目的
に「若狭町人権意識高揚
大会」を開催します。

第10回

伝統文化のつどい
■天岩戸神話を舞う坂井市
丸岡町長畝の「長畝日向神
楽」と若狭町内伝統芸能の
太鼓囃子、棒振り大太鼓(伊
良積区・三宅太鼓会)を上演
します。

福祉と文化の祭典
ハート＆アートフェスタは、よりよい共生社会の実現に向けて、ひとりひとりの「好き」や「得意」がほかの
人の元気につながり、参加した人が「誰か」や「何か」と出会える場づくりを目指して開催する「みんなで
いこう！」をテーマにしたお祭りです。

あなたが「好きなこと」でだれかを元気に

10月19日（土）日時／

●歌・演奏・踊り・語り・本読みなど、ステージで
やってみたいことがある人。
●パレアのピアノを一度弾いてみたい人。
●ピアノ伴奏してもらって歌ったり、演奏してみ
たい人。  など

どんな人が出演できるの？

※参加希望者が多数となった場合は、重複する内容
での抽選など、「だれでもライブ実行委員会」での
選考により決定します。

だれでもライブ実行委員会（パレア文化課）
Tel:0770-62-2508

申し込み

の  うねの  うね

希望の方には、
実行委員会
メンバーによる
ピアノ伴奏あり

第１部　人権メッセージ作品
　　　　表彰式・発表
第２部　人権映画上映会
　　　　「ぼけますから、よろしくお願いします。」
主催／若狭町人権教育推進協議会
　　　若狭町教育委員会

入場券


