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手段 特徴

Ａ）緊急速報メール
（緊急地震速報、津波警報、避難情報、
気象の特別警報（大雨、暴風・・）など）

・重大な被害が予想される地域にプッシュ通知
・回線混雑の影響受けにくい

Ｂ）防災速報アプリ
・「Yahoo防災速報」
・「NHKニュース防災」

・A)より軽い災害の警報もプッシュ通知。
例）大雨警報など頻繁に発表される警報

・アプリで提供（インストール要）

Ｃ）市の安全速報
高槻市の例）： ツイッターで配信

全国放送では得られない地域の防災、防犯
の有事の際の情報を住民にプッシュ通知する

１．スマホによる災害通知
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★プッシュ通知の恩恵は大きく、A)～C)が利用できるようスマホの
設定・確認しておくことをお薦めします

特徴： 災害の警報を、対象地域に、即時に、自分で見に行
かなくとも、音とメッセージで通知（プッシュ通知）



１－Ａ）緊急速報メール
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◎緊急地震速報
・津波警報
・気象等に関する特別警報
・災害・避難情報

災害対象：



Ａ）-1. 緊急地震速報とは？

・気象庁からの地震速報※１を対象エリア※２へ速報
※１．最大震度５弱以上と予想 、 ※２．震度４以上が予測されるエリア
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地震
発生

津波
発生

気象
庁 ドコモ

au
SoftBank

災害対象エリア

携帯電話
回線事業者速報

ブィッ、ブィッ、ブィッ
「地震です」

・大きな揺れの前にできるだけ早く知らせる（数秒～数十秒前）
※”間に合わない”、”外れも””もふまえて利用しましょう

防災用
専用回線

国・市災害
発生

速報

・緊急地震速報
・津波警報

・避難情報
・土砂・噴火・津波など緊急情報
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Ａ）-2. 過去の大地震で役に立ったか？

出典：気象庁ホームページ「災害時地震報告：平成30年6月18日大阪府北部の地震」

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/saigaiji/saigaiji_201804.pdf

イ） 大阪北部地震（H30年6月18日7時58分）

・震度６弱を観測した震源地近郊市（大阪北部）では間に合わず
・周辺の震度４～５強地域では大きな揺れ到達の数秒～十数秒前に通知

ハ）外れた場合の事例

H30.1.5 およびH30.10.4 関東地方で緊急地震速報
→実際には、最大震度3～４であった

ロ）緊急地震速報で目覚めた人

・熊本地震(H28年4月16日 AM1:30ごろ)：約４０％
・北海道胆振（いぶり）東部地震（H30年9月6日AM3時ごろ）：約２５％

https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/study-panel/eew-
hyoka/11/20190322_sankou2.pdf

出典：気象庁ホームページ「胆振東部地震における緊急地震速報の利活用実態調査」

★直下型地震（内陸の浅い）の場合、震源近くでは間に合わない。
しかし、やや離れた地域では間に合い、睡眠を起こす効果もあり。

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/saigaiji/saigaiji_201804.pdf
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/study-panel/eew-hyoka/11/20190322_sankou2.pdf


6

出典：気象庁ホームページ「災害時地震報告：
平成30年6月18日大阪府北部の地震」

参考警報発表から大きな揺れ到達までの時間（秒）



熊本地震
平成28年4月16日深夜1時半

北海道胆振東部地震
平成30年9月6日深夜3時ごろ

参考



携帯会社 緊急速報メールが有効か？の確認方法 ※機種によって異なる場合があります

ドコモ

au

Softbank
Yモバイル

Ａ）-3. 緊急速報メールが有効か？設定を確認しておこう
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有効かの確認方法： 「設定」 →「通知」→「緊急速報」（一番下にある）の が緑色かを確認

●Android

※購入時は有効です。 音量は最大音量（変更不可）

●iPhone

「災害用キット」 「エリアメール」 「エリアメールの許可」の有効を確認

「au災害対策」 「緊急速報メール」

「設定」

「受信する」を確認

「緊急速報メール」 メニュー（ など）をタップ

「設定」
「有効」を確認」

※一部のスマホは緊急速報メールに未対応。不明な場合は携帯電話会社のショップまたは

ホームページで確認してください。 未対応の場合は、Ｂ）の防災アプリで対応できます



ア）緊急地震速報の音を覚えておこう （ブイ・ブイ・ブイ）
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イ）音が鳴った直後の行動

Ａ）-4. 緊急地震速報： 平時に確認しておきたいこと

※参考）テレビ・ラジオの報知音

頭を保護し、頑丈な机の下など安全な場所に避難

揺れがこなくても１分程度は警戒。

揺れが収まってから落ち着いて行動

出典：気象庁ホームページ「緊急地震速報を見聞したときは」
（ https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/koudou/koudou.html ）

出典：NTTドコモ「緊急速報エリアメール」
（https://www.youtube.com/watch?v=LSyFRj5cp6M）

参考

大阪880万人防災訓練
（R1年9月5日AM11時）
緊急速報メール（訓練用）発信

https://www.nhk.or.jp/sonae/bousai/

※緊急地震以外の災害速報（津波など）の音は異なります。

https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/koudou/koudou.html
https://www.youtube.com/watch?v=LSyFRj5cp6M
https://www.nhk.or.jp/sonae/bousai/


A）-5 緊急速報メール よくあるＱ＆Ａ
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Ｑ１ マナーモードＯＮにすると、通知音は鳴る？鳴らない？

Ａ１ 一般的にはマナーモードでも鳴ります
鳴って困る場合は、電源を「切る」にしてください
※Ａｎｄｒｏｉｄでは、マナーモードで鳴らないよう設定できる機種もあります

Ｑ２ 地震時（または防災訓練時）、緊急速報メールを受信しない

Ａ２ 以下の原因が考えられます
・未対応のスマートフォンである

※基本ソフトのバージョ ンアップで対応機種になる場合があります

・ 緊急速報メール発信時に，電源が入っていなかった，または電波が届か
ない場所にいた、または通話中であった。

Ｑ３ 私のスマホは緊急速報メールに対応していますか？

Ａ３ 携帯電話会社のお店またはホームページで確認できます。
ホームページの場合は以下の例を参考に検索してください

ドコモ社利用の場合：「ドコモ 緊急速報メール 対応機種」で検索



１－Ｂ）防災速報アプリ

「Yahoo防災速報」
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Ｂ）-1. 「Yahoo防災速報」こんなに便利その１
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●事例1．大雨予報

通知：ピロロン♪

詳細

行動の確認可

タップ

参考

★大雨がふる前に通知
日常でも役に立つ
例）・洗濯物を取り込もう
・買い物は近場ですまそう

雨の小休止する時間（目安）もわかる

参考
別アプリ「Yahoo天気」
（付録１参照）が必要
一緒に入れておくと便利

スリープ中

用語「プッシュ通知」

音、メッセージで知らせてくれ
る通知のこと。
※自分で見に行く必要なし

mm/h



13

通知：ピロロン♪

●事例2. 大雨危険度※１の通知 ※１．土砂災害と河川洪水の危険度を警戒レベルで通知

タップ

行動

警戒レベル

参考

★設定した市町村で、土砂または
洪水が警戒レベル３以上で通知

警戒レベルを色分け
10分単位で更新

Ｂ）-２. 「Yahoo防災速報」こんなに便利その２

スリープ中



Ｂ）-３ 「Yahoo防災速報」の準備 （インストールと設定）
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①「Yahoo防災速報」
をスマホにインストール

②設定

※各災害の「プッシュ通知」
のオン／オフ設定

タップ
「プッシュ通知」のオン／オフ設定
※必要なもののみＯＮする

準備完了

●以下はハザードマップで災害リスク
を確認し、オン／オフを決める

●他の災害はオフ（またはお好み）

（土砂、洪水の危険度

を地図上で色分け）

「プッシュ通知」のお薦め設定

※方法は付録３（２３頁）を参照

手順

震度4以上に設定

30mm/h以上

オン



①「Ｙｈｏｏ防災速報」を開く（ をタップ）

Ｂ）-４ アプリを開いてみよう（1/2）
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最上段に、現在、発表中の
警報が表示される。
警報が解除されると消える。

※タップすると詳細情報を表示

以前の警報の履歴が参照できる

② メイン画面が表示される

防災手帳が開きます

参考

全国の発表中の警報が確認できる

防災に必要な準備、
行動が集約され
ています
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④過去の警報の確認
タップし、過去の警報と、詳細内容を確認してみよう

⑤全国で発表中の警報の確認
1)警報中の都道府県を確認してみよう
2)警報中の市町村と詳細情報を確認してみよう

③発表中の警報があれば、タップし、詳細を
確認してみよう

Ｂ）-４ アプリを開いてみよう（2/2）
～警報内容を確認してみよう～



Ｂ）-５ 「Yahoo災害速報」 よくあるＱ＆Ａ

17

Ｑ１ マナーモードＯＮにすると、通知音は鳴らない？鳴る？

Ａ１ Yahoo災害速報の設定（ ）の各災害の「マナーモード時、通知音を鳴らす、
または鳴らさない」の指定が可能です

Ｑ２ 通知がこない

Ａ２ 以下の原因が考えられます
・スマホの「設定」の「通知」で、Yahoo防災速報の通知が「オフ」
・ Yahoo災害速報の設定の各災害の「プッシュ通知」が「オフ」

Ｑ３ 無駄な通知が多く、通知音がうるさい

Ａ３ Yahoo災害速報の設定（ ）で、不要な通知の「プッシュ通知」をオフ、
地震や豪雨の場合は「プッシュ通知」のレベルを上げます

Ｑ４ 旅行先での現地の災害通知は受信できますか？

Ａ４ 先頭に マークが付いた地域が現在地（例えば旅行先）です。
タップで地域を変更することができます
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地域 防災・防犯速報通知 備考

箕面市 市民安全メール
市民安全Twitter
市民安全ＬＩＮＥ の3種類

・３つの情報の内容は同じ
・メールより、ＬＩＮＥまたは

Twitterがお薦め

豊中市 とよなか市メールマガジン 欲しい情報を選べる

高槻市 高槻市公式ツイッター
「（公式）高槻市防災情報」

ー

大阪府
（府内の
市町村）

大阪防災ネット 防災情報メール 警報・注意報が主体

※吹田市、池田市、豊能町では、ないようです
参考）

１－Ｃ） 市の安全速報

https://www.city.minoh.lg.jp/kurashi/bousai/index.html
https://www.city.minoh.lg.jp/kurashi/bousai/index.html
https://www.city.minoh.lg.jp/kurashi/bousai/index.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/denshi/denshi_jichitai/mobile_mail.files/mailmagazine20180919.pdf
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/soumu/kikikan/gyomuannai/bousai/bousaijyouhounonyuusyuhouhou/1384820919190.html
http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html


C)-１ 有事の地域情報が入手可
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高槻市の事例

◎大阪北部地震(2019年6月18日)
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C)-5 高槻市防災Twitter

※予めご自身のスマホでTwitterが使えるようにしておくことが必要です

市民安全Twitterが表示されます
※フォローしておきましょう



Yahoo天気アプリ

B）「Yahoo災害速報」と一緒に入れておくと、便利
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付録１

☛10ページ

「Ｂ）-1. Yahoo防災速報こんなに便利その１」参照



関西停電情報アプリ

停電情報のプッシュ通知、復旧までの見込み時間、復旧状
況（秋以降）がわかる

22

付録2
※関西電力提供

https://www.kepco.co.jp/souhaiden/supply/t
eiden-appli/index.html

出典：関西電力ホームページ「関西停電情報」

※アプリ入手先

https://www.kepco.co.jp/souhaiden/supply/teiden-appli/index.html
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「Yahoo防災速報」のインストール方法付録３

・・

②検索で「Yahoo
防災速報」を探し
インストール

③「次へ」 ④「この機能を
使う」

⑤「許可」

⑥「”登録したい市”
を設定する」

⑦「始める」
⑧「次へ」を押し続け、
最後に「閉じる」

⑨インストール
完了

①アプリストア
を開く

Androidの場合

iPhoneの場合

★設定した内容はインストール後に変更することもできます

注）もし、以下
の画面がで
たら「許可」

×

注）もし、以下
の画面がで
たら閉じる



２.被災時のスマホ電池切れ対策
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２－１）スマホ電池を長持ちさせる設定

①画面を極力、暗くする

②低（省）電力モードにする

※電話、LINEなどの通信手段が可能

か確認要！

③電波状態が悪い時※（圏外またはアンテナ1本）、電波の使用を

控える「機内モード」に設定。 （電波使用時のみ「機内モード」解除）

※最大パワーで基地局を探すため、より大幅に電池を消耗します

補足

●iPhone

●Androidの例

「設定」→「バッテリー」→低電力モード
をONにする

一般的には「設定」のなか、または、
電源ボタンの長押しによるメニュー内

低（省）電力モードの設定
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２－２）防災グッズにモバイルバッテリーを加える

・充電式モバイルバッテリー

充電回数の目安
容量4000～5000mAh:1回分

の充電
容量10,000mAh:2回分の充電

10,000mAh
180g
約3000円

※長所：スマホを１～2回充電可能
短所：最低３ケ月に1回は充電要
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★充電式バッテリーは発火事故もあり、信頼できるメーカーの
ものを選びましょう



３.水害・土砂災害ハザードマップ

27



高槻市水害・土砂災害ハザードマップ

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/m/impo
rtant/fusuigai_sonae/1562559875237.html

１）想定最大被害と日頃の備え
・洪水 ：想定浸水区域と浸水の深さ
・土砂災害 ：土砂災害（特別）警戒区域

２）市からの避難情報
・避難準備・勧告・指示発令時のとるべき行動
・避難場所

３）気象庁からの気象警報などの説明
大雨・洪水警報、土砂災害警戒情報
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●何がわかる？

想定される最大の被害範囲を地図化。
避難場所、避難経路確保を決めておくなど事前の備えに役立つ

追加資料
●ハザードマップとは？

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/m/important/fusuigai_sonae/1562559875237.html


大阪府防災情報リンク
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http://www.osaka-pref-rivercam.info/

大阪府内の河川カメラ映像

国土交通省淀川河川事務所

https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/index.html

http://www-cds.osaka-bousai.net/sabou/Index.html

大阪府土砂災害の防災情報

http://www.city.takatsuki.osaka.jp/

高槻市ホームページ

https://www.jma-net.go.jp/osaka/
大阪管区気象台

http://www.osaka-
bousai.net/takatsuki/index.html

おおさか防災ネット高槻市

http://www.osaka-kasen-portal.net/suibou/
大阪府河川防災情報

参考

※「高槻市水害・土砂災害ハザードマップ」から抜粋

http://www.osaka-pref-rivercam.info/
https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/index.html
http://www-cds.osaka-bousai.net/sabou/Index.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/
https://www.jma-net.go.jp/osaka/
http://www.osaka-bousai.net/takatsuki/index.html
http://www.osaka-kasen-portal.net/suibou/


水害・土砂災害に警戒レベルの導入（2019年6月より）

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h30_hinankankoku_guideline/index.html

出典：内閣府 防災情報のページ「避難勧告等に関するガイドラインの改定（平成31年3月29日）」
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参考

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h30_hinankankoku_guideline/index.html


自治体と国（気象庁など）が出す情報を5段階に整理

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h30_hinankankoku_guideline/index.html
出典：内閣府 防災情報のページ「避難勧告等に関するガイドラインの改定（平成31年3月29日）」

～相当が付く

参考

31

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h30_hinankankoku_guideline/index.html

