
����



����



����



����



����

(茨城県水防配備発令様式)
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第 2節水防活動時の安全対策

1 安全対策

洪水，津波又は高潮のいずれの場合においても，水防活動に従事する者の安全確保に十分留

意して水防活動を実施するものとする。

避難誘導や水防作業の際も、水防活動従事者自身の安全は確保しなければならない0

.水防活動時にはライフジャケット等を着用する。

-水防活動は必ず複数 (2名以上)で活動する。

・水防活動時には，最新の気象情報等を確認するため，ラジオ等を携行する。

.連絡を行うための通信機器を携行する。

2 津波における留意事項

津波にかかる水防活動については，自身の避難ルート・避難時聞を確保したうえで，避難誘

導や水防活動を実施しなければならない。

なお，津波到達までの予想時間が緩い地域は「避難を優先」することとし，高台など安全な

場所に避難する。
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-津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合，津波警報等の解除を行う。このうち，

津の観測状況等により，津波がさらに高くなる可能性は小さいと判断した場合には，津波の高さ

が津波注意報の発表基準未満となる前に，海面変動が継続することや留意事項を付して解除を行

う場合がある。

イ津波情報

( 1 )津波情報の発表等

津波警報等を発表した場合には，津波の到達予想、時刻や予想される津波の高さなどを津波情報で

発表する。

津波警報の種類と発表内容

情報の種類 発表内容

津波到達予想時刻・予想される津波 各津波予報区の棒波の到達予想時刻や予想される津波

の高さに関する情報 の高さを5段階の数値(メートル単位)または2種類の

定性的表現で発表

津
[発表される津波の高さの値は， (津波警報等の種類と

発表される津波の高さ等)参照]
波

各地の満潮時刻・津波到達予想時刻 主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表
情

に関する情報
報

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時期jや両さを発表(※1)

沖合の津波観測に関する情報 沖合で観測した津波の時刻jや両さ及び沖合の観測値か

ら推定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予

報区単位で発表(※ 2)

津波に関するその他の情報 津波に関するその他必要な事項を発表

(※ 1 )津波観測に関する情報の発表内容について

・沿岸で観測された津波の第 A波の到達時刻と押し引き及びその時点における最大波の観測時刻と高

さを発表する。

-最大波の観測値については，観測された津波の高さが低い段階で数値を発表することにより避難を

鈍らせるおそれがあるためE 当該津波予報区において大津波警報または津波警報が発表中であり観測

された津波の高さが低い間は，数値ではなく「観測中Jの言葉で発表して，津波が到達中であること

を伝える。

最大波の観測値の発表内容

発表中の津 発表基準 発表内容

波警報等

大津波警報 観測された津波の両さ >1皿 数値で発表

観測された津波の高さ壬1m 「観測中」と発表

津波警報 観測された津波の高さ註O.2m 数値で発表

観測された津波の高さくO.2m 「観測中」と発表

津波注意報 (すべて数値で発表) 数値で発表(津波の高さがごく小さい

場合は「微弱J と表現)

(※ 2)沖合の津波観測に関する情報の発表内容について

-沖合で観測された津波の第一波の観測時刻と押し引き，その時点における最大波の観測時刻と高さ

を観測点ごとに及びこれら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値(第一波の到達時刻，最大波

の到達時刻と高さ)を津波予報区単位で発表する。
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-最大波の観測値及び推定値については，観測された津波の高さや推定される津波の高さが低い段階

で数値を発表することにより避難を鈍らせるおそれがあるため，当該津波予報区において大津波警報

または津波警報が発表中であり沿岸で推定される津波の高さが低い聞は，数値ではなく「観測中J(沖

合での観測値)の言葉で発表して，津波が到達中であることを伝える。

・ただし，沿岸からの距離が 100kmを超えるような沖合の観測点では，予報区との対応付けが閥

難となるため，沿岸での推定値は発表しない。また，観測値についても，より沿岸に近く予報区との

対応付けができている他の観測点で観測値や推定値が数値で発表されるまでは「観測中Jと発表する。

最大波の観測及び推定値の発表内容(沿岸から 100km程度以内にある沖合の観測点)

発表中の津 発表基準 発表内容

波警報等

大津波警報 沿岸で推定される津波の高さ >3m 沖合での観測値，沿岸での推定値とも

数値で発表

沿岸で推定される津波の高さ亘3m 沖合での観測値を「観測中J，沿岸で

の推定値は「推定中Jと発表

津波警報 沿岸で推定される津波の高さ >lm 沖合での観測値，沿岸での推定僚とも

数値で発表

沿岸で推定される津波の高さ壬1m 沖合での観測値を「観測中J，沿岸で

の推定値は「推定中j と発表

津波注意報 (すべて数値で発表) 沖合での観測値，沿岸での推定値とも

数値で発表

沿岸からの距離が lOOkmを超えるような沖合の観測点(推定値を発表しない観測点)での最大波の

観測値の発表基準は，以下のとおりである。

全国の警報等 発表基準 発表内容

の発表状況

いずれかの海 より沿岸に近い他の沖合の観測点(沿岸 沖合での観測値を数値で発表

波予報区で大 から 100k皿以内にある沖合の観測点)に

津波警報また おいて数値の発表韮準に達した場合

は津波警報が 上記以外 沖合での観測値を「観測中」と発表

発表中

律波注意報の (すべて数値で発表) 沖合での観測値を数値で発表

み発表中

(2 )津波情報の留意事項等

①津波到達予想時実u・予想される津波の高さに関する情報

・津波到達予想時刻は，津波予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻である。同じ予報区のなかで

も場所によっては，この時刻よりも数十分，場合によっては 1時間以上遅れて津波が襲ってくることが

ある。

・津波の高さは，一般的に地形の影響等のため場所によって大きく異なることから，局所的に予想され

る津波の高さより高くなる場合がある。

②各地の満潮時刻ー津波到達予想時刻に関する情報

・津波と満潮が重なると，潮位の高い状態に津波が重なり，被害がより大きくなる場合がある。

③樟波観測に関する情報
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-津波による潮位変化(第一波の到達)が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかる

ことがある。

・場所によっては，検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達しているおそれがある。

③枠合の津波観測に関する情報

・津波の高さは， 沖合での観測値に比べ，沿岸ではさらに高くなる。

・津波は非常に早く伝わり. r沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから沿岸に津波が到達するま

で5分とかからない場合もある。また，地震の発生場所によっては，情報の発表が津波の到達に聞に合

わない場合もある。

ウ津波予報

地震発生後，津波による災害が起こるおそれがない場合には，以下の内容を津波予報で発表する。

発表基準 | 内容

津波が予想されないとき。 I津波の心配なしの旨を発表。

(地震情報に含めて発表)

。圃 2m未満の海面変動が予想されたとき|高いところでも O.2m未満の海面変動のため被害

(津波に関するその他の情報に含めて|の心配はなく，特段の防災対応の必要がない旨

津波予報 |発表) Iを発表

津波予報区

津波警報等の解除後も海商変動が継続|津波に伴う海商変動が観測されており，今後も

するとき(樟波に関するその他の情報に|継続する可能性が高いため，海に入つての作業

含めて発表) Iや釣り，海水浴などに際しては十分な留意が必

要で旨を発表
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