
資料 1-10 広報文例 

広報文例 

 

 

［例文１］地震発生直後の注意事項（震度６弱以上の場合） 

※ １－１ 地震発生直後から30分後位の場合 

（注） 情報の空白時間帯をつくらないよう、適宜、防災行政無線、防災情報メール、 

広報車等により情報伝達する。 

 

●【地震発生直後】 

こちらは、八王子市役所です。 

 

ただいま、大きな地震がありました。 

皆さん、慌てず落ち着いて身の安全を確保してください。 

窓ガラス、棚、ブロック塀、屋外のビル、看板などからできるだけ離れてください。 

 

 

●【地震発生後の余震】 

こちらは、八王子市役所です。 

 

ただいま、余震が続いています。 

皆さん、慌てず落ち着いて身の安全を確保してください。 

窓ガラス、棚、ブロック塀、屋外のビル、看板などからできるだけ離れてください。 

 

 

 

 

●【地震発生後、揺れがおさまってから】 

こちらは、八王子市役所です。 

 

皆さん、落ち着いて行動してください。 

火災予防のため、火の使用を控えてください。 

ガス栓又は、ガスコンロ、電気コンロ等のスイッチを切ってください。 

家族の無事を確認してください。 

出口を確保してください。 

あわてて外に飛び出さないでください。 

外出中の方は、周りに何もないところにとどまり、様子を見てください。 

駅周辺の混乱を防止するため、駅へ向かうのは控えてください。 

緊急車両が通るため、車の使用を控えてください。 

緊急連絡以外は、電話の使用は控えてください。 

懐中電灯などで、明かりを確保してください。 

ラジオ等から正確な情報を得てください。 
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［例文１］地震発生直後の注意事項（震度６弱以上の場合） 

※ １－２ 地震発生30分後以降２時間以内の場合 

（注） 情報の空白時間帯をつくらないよう、適宜、防災行政無線、防災情報メール、広

報車等により情報伝達すること。 

（注） 項目が多いため、状況に応じ、情報が具体的な表現になるよう、心がけるととも

に、何回かに分けて必要な事項を取捨選択すること。 

 

●こちらは、八王子市役所です。 

 

地震情報について、お知らせします。 

「八王子市は、震度○弱（強）」を記録しました。 

今後の地震情報、余震に注意してください。 

避難する場合は、次の事に注意してください。 

あわてて外に飛び出さないでください。 

ケガをしないよう、靴等を履いてください。 

建物等、上部からの落下物に注意してください。 

避難する場合は、行き先がわかるようにしてください。 

壊れた建物、屋根瓦、ブロック塀から離れて避難してください。 

電線には、近寄らないでください。 

助けを求めている人がいたら、近くにいる人達で助けてください。 

駅周辺の混乱を防止するため、駅へ向かうのは控えてください。 

緊急車両が通るため、車の使用を控えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

●こちらは、八王子市役所です。 

 

引き続き、余震に気を付けてください。 

火災予防のため、火の使用は控えてください。 

助けを求めている人がいたら、近くにいる人達で助けてください。 

電話での安否確認は、控えてください。 

安否確認は、災害伝言板、災害伝言ダイヤル等で確認してください。 

引き続き、ラジオ等から正確な情報を得てください。 

出どころのわからない情報（デマ）には、注意をしてください。 

駅周辺の混乱を防止するため、駅へ向かうのは控えてください。 

緊急車両が通るため、車の使用を控えてください。 
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［例文１］地震発生直後の注意事項（震度６弱以上の場合） 

※ １－３ 地震発生２時間～６時間以内の場合 

（注） 情報の空白時間帯をつくらないよう、30分～１時間おきに防災行政無線、防災情

報メール、広報車等により伝達すること。 

（注） 項目が多いため、状況に応じ、情報が具体的な表現になるようこころがけるとと

もに、何回かに分けて必要な事項を取捨選択すること。 

● こちらは、八王子市役所です。 

 

引き続き、余震に気を付けてください。 

人命救助・物資輸送のため、緊急交通路、緊急輸送道路では、緊急車両が通りますので、

車の使用を控えてください。 

 

 

● こちらは、八王子市役所です。 

 

引き続き、余震に気を付けてください。 

皆さんで、近所の人たちの安否確認をしてください。 

助けを求めている人がいたら、近くにいる人達で助けてください。 

お年寄りだけの家庭や子供だけの家庭はありませんか。 

身のまわりが落ち着いたら、声をかけてください。 

火災予防のため、火の使用は控えてください。 

ガス栓を締めてください。 

電気器具のスイッチも切ってください。 

 

 

● こちらは、八王子市役所です。 

 

しばらくの間、控えていただくことがあります。 

電話の使用は、控えてください。 

水の使用は、控えてください。 

電気の使用は、控えてください。 

不必要な外出は、控えてください。 

マッチ、ライター、ろうそくの使用は、控えてください。 

 

引き続き、ラジオ等から正確な情報を得てください。 

出どころのわからない情報（デマ）には、注意をしてください。 
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［例文１］地震発生直後の注意事項（震度６弱以上の場合） 

※ １－４ 地震発生６時間以降の場合 

（注） 情報の空白時間帯をつくらないよう、30分～１時間おきに防災行政無線、防災情

報メール、広報車等により伝達すること。 

（注） 項目が多いため、状況に応じ、情報が具体的な表現になるようこころがけるとと

もに、何回かに分けて必要な事項を、取捨選択して放送することが望ましい。 

● こちらは、八王子市役所です。 

 

現在、市内の電気、ガス、水道はすべて供給を停止しています。 

また、電話についてもかかりにくくなっています。 

家族等の安否確認については、災害伝言板、災害伝言ダイヤル等で確認してください。 

小さいお子さんやお年寄りの方、からだの不自由な方がいましたら、一声かけて安心さ

せてください。 

復旧には数日、かかることが予想されます。 

今後の詳しい情報は、防災行政無線、防災情報メール、広報車等でお知らせします。 

引き続き、ラジオ等から正確な情報を得てください。 

出どころのわからない情報（デマ）には、注意をしてください。 

 

 

［例文２］火災地区住民への避難命令の伝達 

● こちらは、八王子市役所です。 

○○町の住民に避難指示 

現在、○○町の火災が△△町方向へ延焼危険大につき、 

○○町の住民の方は、直ちに○○町へ（○○方面へ）避難してください。 

なお、現場に警察官、消防職員、消防団員、市職員などがいる場合には、その指示に従

って避難してください。 

 

繰り返しお知らせします。（・・・） 

以上、八王子市役所 

 

（避難完了が確認されるまで繰り返すこと。） 
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［例文３］土砂災害警戒区域住民への避難情報の伝達 

● こちらは、八王子市役所です。 

 

八王子市に土砂災害警戒情報が発表されました。 

これに伴い、○○時、次の避難指示対象地区の土砂災害警戒区域内にお住まいの方に「警

戒レベル４」避難指示を発令しました。 

避難指示対象地区は、○○町です。 

開設する避難所は、○○（小学校、中学校、市民センター、……………など）です。 

 

避難指示対象地区にお住まいの方は、開設した避難所や、より安全な親戚・知人宅に避

難してください。また、避難所への避難が困難な方などは、自宅の２階以上、がけから

離れた部屋に移動するなど、身の安全を確保してください。 

 

繰り返しお知らせします。（・・・） 

以上、八王子市役所 

（避難完了が確認されるまで繰り返すこと。） 
. 

 

［例文４］浸水想定区域及び浸水予想区域住民への避難情報の伝達 

● こちらは、八王子市役所です。 

 

八王子市では、○○時、市内の浸水想定区域及び浸水予想区域にお住まいの方に「警戒

レベル４」避難指示を発令しました。 

開設する避難所は、○○（小学校、中学校、市民センター、……………など）です。 

 

避難指示対象地区にお住まいの方は、開設した避難所や、より安全な親戚・知人宅に避

難してください。また、避難所への避難が困難な方などは、自宅や近くの建物で少しで

も浸水しにくい高い場所に移動するなど、身の安全を確保してください。 

浸水想定区域及び浸水予想区域外にお住まいの方も十分ご注意ください。 

 

以上、八王子市役所 

 

● こちらは、八王子市役所です。 

 

八王子市では、○○時、市内の浸水想定区域及び浸水予想区域にお住まいの方に「警戒

レベル５」緊急安全確保を発令しました。 

 

避難所等への避難が危険な場合には、自宅や近くの建物で少しでも浸水しにくい高い場

所に移動するなど、命の危険が迫っているので、直ちに身の安全を確保してください。 

浸水想定区域及び浸水予想区域外にお住まいの方も十分ご注意ください。 

 

繰り返しお知らせします。（・・・） 

以上、八王子市役所 

（避難完了が確認されるまで繰り返すこと。） 
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［例文５］被災者総合相談窓口の設置を周知する広報 

● こちらは、八王子市役所です。 

被災者相談窓口の設置についてお知らせします。 

 

被災者相談窓口を、市役所等（本庁舎及び各事務所）に設置しました。 

職員が相談の受付を行いますので、ご利用ください。 

被災者相談窓口では、行方不明者の捜索受付を行うほか、生活物資に関する情報など、

各種情報提供を行っています。 

 

繰り返しお知らせします。（・・・） 

以上、八王子市役所 

 

［例文６］道路状況と交通規制 

● こちらは、八王子市役所です。 

道路交通情報についてお知らせします。 

（その１） 

現在、市内の道路は、（□□のため）すべての車両の通行が禁止されています。 

 

ドライバーの皆さんは、カーラジオからの情報や現場の警察官の指示に従ってくださ

い。 

 

（その２） 

現在、市内の道路は、全ての車の通行が禁止されています。 

車の使用は、控えてください。 

 

繰り返しお知らせします。（・・・） 

以上、八王子市役所 
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［例文７］交通機関の運行状況 

（その１） 

● こちらは、八王子市役所です。 

交通機関の運行状況について、お知らせします。 

現在、ＪＲ○○線・京王線・多摩都市モノレール・路線バスは、地震の影響で全て運

転を見合わせています。 

各交通機関では、線路などの運転施設の点検を行っていますが、運転再開の目途は、

たっておりません。今後の運行状況については、各公共交通機関の運行情報、ラジオ

等からの情報に注意してください。 

 

（その２） 

● こちらは、八王子市役所です。 

交通機関の運行状況について、お知らせします。 

現在、ＪＲ○○線・京王線・多摩都市モノレール・路線バスは、一部の区間で運転再

開しました。 

 

○○線全区間        ○○線全区間 

○○線  ○○・○○間   ○○線  ○○・○○間 

 

なお、各路線とも運行本数も少なく、各駅では大変混雑が予想されます。 

駅周辺の混乱を防止するため、むやみに移動を開始しない、職場や学校などに留まる

など、混乱防止に努めてください。 

 

繰り返しお知らせします。（・・・） 

以上、八王子市役所 

 

［例文８］避難所の開設状況 

● こちらは、八王子市役所です。 

避難所の開設について、お知らせします。 

八王子市では、被災された方々のために、○○小学校、○○中学校、・・・に避難所

を開設しました。 

また、ケガをされた方は、○○小学校、○○中学校、・・・の避難所に、医療救護所

を開設しています。 

 

繰り返しお知らせします。（・・・） 

以上、八王子市役所 
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［例文９］緊急医療救護所等の開設状況 

● こちらは、八王子市役所です。 

医療救護所の設置場所についてお知らせします。 

八王子市では、負傷された方々のために、臨時の医療救護所を○○小学校、○○中学

校、・・・に開設しています。 

応急処置できないケガの方は、医療救護所へお願いします。 

 

繰り返しお知らせします。（・・・） 

以上、八王子市役所 

 

  

［例文10］応急給水の連絡 

● こちらは、八王子市役所です。 

現在、市内全域（○○町、○○町付近）では、地震の影響で断水が発生しております。 

市では、○○配水所・○○給水所に応急給水所を設置し、飲み水を配布しています。 

 

繰り返しお知らせします。（・・・） 

以上、八王子市役所 

 

 

［例文11］飲料水・食糧等の供給 

● こちらは、八王子市役所です。 

 

被災された方へ食糧、生活物資等の供給について、お知らせします。 

○○○避難所（・・・小（中）学校）にて、被災された方（自宅避難者含む）に、食

糧・毛布などを配布しています。 

（自主防災組織や町会などを通じて、食糧・毛布などを配布しています。） 

繰り返し、お知らせします。（・・・） 

以上、八王子市役所 
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［例文12］水道利用にあたっての市民への協力要請 

● こちらは、八王子市役所です。 

 

節水にご協力ください。 

くみ置いた水は、必ず沸かしてから飲むようにしてください。 

 お風呂のため置いた水は、掃除や洗濯などの生活用水に使用するなど、水の有効利用

に努めましょう。 

 

繰り返しお知らせします。（・・・） 

以上、八王子市役所 

 

 

［例文13］下水道利用にあたっての市民への協力要請 

● こちらは、八王子市役所です。 

 

下水道利用の自粛のお願い。 

 

現在、○○地区の下水道管（下水処理施設）に被害が発生しているため、水を流さ

ない（トイレの利用を控えるなど）ようご協力ください。 

 

繰り返しお知らせします。（・・・） 

以上、八王子市役所 
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［例文14］ごみ・資源物の収集状況 

● こちらは、八王子市役所です。 

 

（収集困難） 

ただいま、○○の影響により、ごみ・資源物の収集が困難な状況となっております。 

ご迷惑をおかけしますが、次回の収集日にお出しください。 

 

 

（収集再開） 

ごみ・資源物の収集再開について、お知らせします。 

○○地区は、○○日頃から収集を再開します。 

それ以外の地区については、収集が再開されるまでの間、各家庭内で貯め置くなど、

適切に保管してください。 

繰り返し、お知らせします。（・・・） 

以上、八王子市役所 

 


