
− 防災 いざというときのために 
こすげくらしの便利帳 

普段の心構え 
土砂災害ハザードマップを確認しておきましょう。 

避難所を確認しておこう 

必ずしも避難所に行くことが最善ではあり

ません。防災無線やテレビなどをしっかり

聞いて、状況に応じて避難するようにしま

しょう。詳しい場所は村内地図を確認して

ください。  

非常用持出袋に入れるもの 

   ラジオ 
AM、FMを両方聴ける物が便利。 
ライト付きや発電式もあり。 
予備の電池も忘れずに。 

  非常食品（災害発生後３日分） 
乾パンや缶詰など火を通さないで食べら

れるもの。飲料水（１日１人３ℓ）・ 
紙コップ・ナイフ・缶切りなども。 

  救急薬品 
絆創膏、包帯、傷薬、鎮痛剤、 
胃腸薬。持病のある人は常備

薬も忘れずに。 

   貴重品 
現金（公衆電話用10円硬貨も

あると便利）。 
通帳・証書類・免許証・印鑑・

身分証明書のコピーなど。 

  懐中電灯 
できれば1人に1台。ヘッドライト

のように手を離しても照らせる 
ものが便利。 
予備の電池も忘れずに。 

  その他 
家族の連絡先リスト・下着・上着・タオル・

レインコート・ライター・ティッシュペーパー

ウェットティッシュ・カイロ・ラップ・軍手・ 
生理用品・オムツ・ヘルメットなど。 

防災訓練に参加しよう 

小菅村では各地区にある自主防災組織が、

それぞれ年１回（例年９月頃）防災訓練

を行っています。災害時は地域の助け合

いが大切です。近隣の防災情報を交換し、

地区の皆さんとコミュニケーションを深

める機会でもありますので、積極的に参

加してください。 

実施日や内容は広報や回覧などでお知ら

せします。 

非常用持出袋を用意しよう 

いざという時にすばやく避難できるよう

に、非常用品を防災袋に入れて常備しま

しょう。避難先で困らないように、眼鏡、

入れ歯や持病の薬など、日常生活に欠か

せない物、入手が簡単ではない物を用意

しておくことが大切です。特に寒冷期は

防寒用品を忘れずに準備しま 

しょう。 

きぼうの館     小菅村6027   87-0431 
中央公民館   小菅村4581   87-0453 
小菅の湯    小菅村3445   87-0888 
寺子屋自然塾 小菅村425     87-0055 

住宅用火災警報器を設置しよう 

住宅用火災警報器は、火災により発生する

煙を感知し、音や音声により警報を発して

火災の発生を知らせてくれる機器です。 

平成18年より設置が義務となりました。寝

室や寝室に至る階段などに設置が義務づけ

られています。詳しくは総務課までお問い

合わせください。   
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防災 いざというときのために 

NTT災害用伝言ダイヤル  

「171」をダイヤルし、利用ガイダンスに従っ

て伝言の録音・再生を行ってください。 

 
メッセージの録音： 
171→1→市外局番から電話番号→メッセージの録音 
メッセージを聞く： 
171→2→市外局番から電話番号→メッセージの再生 

下記の表は、時間雨量 20mm 以上または連続雨量 100mm 以上になると危険が高まるため、通

行止めになる道路です。この他、積雪が多い場合も通行止めになることがあります。通行止め

時は防災行政無線でお知らせするほか、役場への問い合わせも受け付けています。  

小菅村における警報と注意報の発表基準 

近隣道路の通行止め基準 

NTT災害用ブロードバンド伝言板（web171） 

災害発生時にインターネットで伝言情報の 

登録・閲覧ができます。 

 
ホームページ https://www.web171.jp/ 
 
この他、携帯電話・PHS各社で災害用伝言板

サービスもあります。利用方法は、各社ホー

ムページ等でご確認ください。  

緊急時には 

ヘリポート 
台風や大雨、積雪などによる道路の寸断による緊急

孤立時や、急病者搬送時に対応するために村内には

ヘリポートが設置されています。 

AED（自動体外式除細動器） 
AEDとは心臓に電気ショックを与え、正常なリ

ズムに戻すための医療機器です。村内の公共施

設及び各地区（各自主防災会）に設置されていま

す。詳しくは災害用マップをご確認ください。 

− 
こすげくらしの便利帳 

種類 予想される災害 
発表基準 

雨量 雨量指数 

注
意
報 

大雨注意報 浸水被害や土砂災害が発生する 

おそれのあるときなど 

１時間雨量

40mm以上 

土壌雨量指数基準 116以上 

洪水注意報 河川の増水や氾濫、堤防の損傷や 

決壊による災害のおそれのあるとき 

流域雨量指数基準 小菅川流域７以上 

警
報 

大雨警報 重大な浸水被害や土砂災害が発生 

するおそれのあるときなど 

１時間雨量

60mm以上 

土壌雨量指数基準 155以上 

洪水警報 河川の増水や氾濫、堤防の損傷や 

決壊による重大な災害のおそれの 

あるとき 

流域雨量指数基準 小菅川流域 12以上 

 

 
路線名 

１３９号線 (主)上野原丹波山線 (主)上野原丹波山線 

規制区間 

北都留郡小菅村 

池の尻字出口～ 

北都留郡小菅村 

金風呂(県境) 

上野原市西原 

字飯尾～ 

北都留郡小菅村 

はいまぜ地内 

北都留郡小菅村 

今川地内～ 

北都留郡丹波山村 

押垣外地内 

延長（㎞） ５．０ ７．４ ５．６ 

気象等 

観測所 
松姫峠 西原 

丹波山村役場 

松姫峠 

危 険 

内 容 
落石 

土砂崩落 

落石 

土砂崩落 

落石 

迂回路 
（主）上野原 

丹波山線 
なし なし 
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緊急時 何かが起こったそのときに 

 火災で通報する場合 
火災を発見したら、すぐに119番へ電話し、

落ち着いてはっきりと必要事項を告げましょ

う。 

 

①火事です。 
②何が燃えているか 
③火災発生の場所（わかれば住所）、 
  目標となる物を伝える 
④火災の状況や逃げた人の有無 
 

どんなに小さな火災でも、発見したら大声で

「火事だ」と家族や近隣の方に知らせ、協力

をもとめましょう。 

 
 救急の場合 
自分で動ける方は、まずは小菅村診療所 

（ 0428-87-0204）にご連絡ください。救急

車を呼ぶ場合は119番に電話し、落ち着いて

必要事項を告げましょう。  
 

①救急です。 
②住所・氏名・電話番号・目標となる物 
③どのようにしてケガや発病したのか。 
  ケガの状態や病気の症状はどうかを  
  簡単に話す。 
④お金と保険証を用意して待つ。 
⑤サイレンが聞こえたら、救急車を誘導 
  する。 

事件や事故にあった場合 
   病人・けが人がいる場合は、まず119番 

   をお願いします。 
 

   山で遭難した場合、自分の居場所がわか 

   らない時は110番、わかっており救助が必 

   要な場合は119番です。 
現場に居合わせたら、すぐに通報をお願いし

ます。通報を受信すると同時に指令を出して

いますので、落ち着いて伝えてください。 
 

①何が（交通事故・けんか・強盗など） 
②いつ、どこで（発生時間・場所・目標 
  となる物など） 
③犯人は（人数・人相・特徴など） 
④何で逃げたか（車の色・ナンバー・車 
  種など） 
⑤逃げた方向 
 
緊急時：110番 

上野原警察署 :    0554-63-0110 

小菅駐在所 :    0428-87-0210 

      けが人の救出等以外は、現場はそのまま   

   にしておいてください。 
 

   事故の場合は相手方と連絡先を交換して 

   おいてください。 
 

   運転免許証、自動車損害賠償責任保険証 

   明書（自賠責証書）、自動車検査証（車検 

   証）を警察官に提示してください。 
 

 緊急事態発生！ 

− 

こすげくらしの便利帳 

緊急時連絡先 

火災・救急・レスキューは119番 事件・事故は110番 

（注意！）診療所は往診は行っていません。時間外（月曜日−金曜日9時〜17時以外）の場合は役場にお電話ください。 

まずはけが人、通報する人が危険のない場所に移動するなど、安全を確保してから 
電話をかけてください。 
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緊急時 何かが起こったそのときに 

小菅村・丹波山村の災害情報を自動案内

で聞くことができます。 

 

 
 
聴覚および言語に障害のある方のために、
FAX・eメール119番通報が利用できます。
希望される方は、大月消防署小菅出張所
までお申し込みください。 
 

災害テレホンサービスなど 

役場より発せられた防災行政無線を受信する

装置で、各家庭に貸与されるものです。家の

中の電波状況の良いところへの設置をお願い

しています。また、24時間以内に放送された

行政無線の内容を聞くことができる防災行政

無線電話応答サービスがあります。 

 
    防災行政無線電話応答サービス   
                      0428-87-0188 

防災行政無線戸別受信機 

便利なサービスを利用しましょう。 

 
   
  村コラム：頼れる地域のスーパーヒーロー『消防団』 
 

 小菅村には消防団という消防機関があります。消防団は、地域における消防防災のリーダーと

して、平常時・非常時を問わず地域に密着し、住民の安心と安全を守るという重要な役割を担っ

ています。お祭りの際の警戒や火の用心の呼びかけ、捜索活動など、様々な場面で地域の人々を

守るスーパーヒーローです。団員は一般の住民で構成され、各自の職業に就きながら訓練を積み、

緊急時には現場に駆けつけて消火、救護活動を行います。 

 小菅村に住む多くの男性が消防団に所属しています。平日の夜等に集まり、消防に関わる訓練

をしています。同じ村を守る仲間として、みんなで意見交換をしたり、ときにはお酒を飲むこと

もあったりと、消防団には大切な団結力を培う機会になっています。家で待つ奥さん達は、なか

なか帰らない旦那さんが心配になったりするかもしれません。でも大丈夫、それは旦那さんが地

域の一員として活躍している証拠です。あまり怒らないであげてくださいね。消防団員はいつで

も募集しています。 

 

医療機関の案内  

 小児救急電話相談  #8000（携帯電話または短縮ダイヤル） 
休日・夜間の急な子どもの病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けた方がいいのかなどの 

判断に迷った時に、小児科に精通した看護師への電話による相談ができるものです。 

 山梨県東部消防指令センター  0554-45-0119 
休日や夜間に診療できる診療所や救急病院などに関する電話での問い合わせに対して、24時間体制で 

案内しています。  

 やまなし医療ネット https://www.yamanashi-iryo.net/ 
現在受診可能な医療機関や、薬局、助産所などの情報が掲載されています。 

 東京都医療機関案内サービス  ひまわり    03-5272-0303 
問い合わせ時間に診療を行っている東京都の医療機関を案内します。 

− 

こすげくらしの便利帳 

様々なサービス 
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小菅出張所      0428-87-0422 
丹波山出張所   0428-88-0990 

災害テレホンサービス  
0554-56-7746 
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