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●Check weather information 
frequently

Typhoons often hit Japan between August and 
October, causing damage such as landslides 
and floods. If a typhoon approaches, refer to 
weather forecasts and avoid outdoor activities 
such as mountain cl imbing, fishing and 
swimming.

●To minimize damage by 
storm and heavy rain

・Fasten down or bring inside garbage cans, 
potted plants, ornaments and other items in 
your garden or on you verandah.

・If you live in an area or house that is vulnerable 
to flooding, move furniture, electric appliances 
and other items to higher places.

・Reinforce your windows using masking tape 
or packing tape, and close any shutters or 
storm doors.

・In case of a power outage, keep flashlights 
and portable radios in a specified handy 
place.

●During the storm
・Do not go outside during strong winds. If you 
must go out, protect your head with a 
helmet or thick hat.
・Keep away from broken electric poles or 
downed power lines.
・Monitor weather information. When an 
evacuation recommendation is issued, take 
refuge promptly, especially when you are 
with small children or the elderly.
・Before leaving your home, to prevent a fire or 
other damage, be sure to close all gas lines, 
turn off electrical power and lock all doors 
and windows.

●Where to go for evacuation
Confirm evacuation routes or shelter beforehand 
in case of earthquake or typhoon. 
Evacuation locations are marked with the 
following symbol 　
Kiki Kanrishitsu 
　Kiki Kanrishitsu (Crisis Management Office)
　(In times of safety) 　　 079-223-9595
　(During a disaster) 　　 079-221-2200

In case of an approaching typhoon

◯  適（Can use）　܉  不適（Can not use）　－  対象外（Not applicable）
△ 1階が利用不可能となることがある（First floor can not be used in 
     some circumstances）

*Remove "tsunami" and "high tide" from the above examples 
for areas outside the tsunami flooding region.

EMERGENCY ASSISTANCE

●気象情報に十分注意しましょう
日本の8月から10月は台風が多く発生し、時
には土砂崩れや洪水などの大きな被害をもたら
すこともあります。台風が近づいたら気象情報
に十分注意して登山、釣り、海水浴などの外出
はひかえてください。

●強風や大雨に備えて
・庭やベランダに出しているごみ箱、鉢植え、     
　置物などを固定するか家に入れる。
・浸水の恐れがある家や低地では家具、電気製 
　品などをできるだけ高いところに置く。
・窓ガラス等はガムテープやビニールテープを 
　貼って補強し、雨戸、シャッターなどがあれ
　ば閉めておく。
・停電することがあるので懐中電灯や携帯ラジ
　オなどを家族が決めた場所に置く。

●台風がきたら
・強風の時には外出しない。どうしても外出し 
　なければならないときはヘルメットや厚手の
　帽子で頭部を保護する。
・折れた電柱や垂れ下がった電線には近づかない。
・気象情報に十分注意し、避難勧告等が出たら
　すみやかに避難する。とくにお年寄りや乳幼
　児がいる家は早めに。
・避難するときは火事の原因になるガスの元栓
　を閉め、電源を切り、戸締まりを確認してか
　ら家を離れる。

●避難場所の確認は
地震や台風など災害の発生に備えて避難経路や
避難場所を確認しておいてください。
避難場所は下記の看板が目印です。
危機管理室　　（通常時）079-223-9595

（災害時）079-221-2200

台風に備えて

緊急！急いで助けが必要なとき
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◯  適（Can use）　܉  不適（Can not use）　－  対象外（Not applicable）
△ 1階が利用不可能となることがある（First floor can not be used in 
     some circumstances）

※　津波浸水区域外の地域は、上記の見本から「津波」「高潮」を除く。


