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もし伊勢で地震に遭遇したら…

１．
まずは身を守る！

プチトラベル

◎海沿いは津波に注意！
「伊勢市では防災行政無線で地震情報を緊急放送します！」

①震度４以上の地震が発生した場合、防災無線で震度の情報と注意の呼びかけを放送します。
②震度３以下であっても津波が発生する可能性がある際は放送します。
③津波に関する注意報・警報が発表発令された場合や、津波・風水害などによる避難勧告・
避難指示が出された場合にも放送します。

「防災行政無線の放送内容を電話で確認できます」

宿泊のご案内

①フリーダイヤル（通話料無料）0120-64-3151
※市外からの電話・携帯電話・PHSからはご利用いただけません。
②市外からの電話・携帯電話・PHSからは 0596-20-3174
※通話料がかかります。

「伊勢市ではエリアメールで緊急情報をお知らせします」

避難準備の情報や避難指示、津波注意報や津波警報、大規模テロなどの国民保護情報等、防災
行政無線でお知らせする情報を対象エリアにいる対応機種へ配信します。
※2018年3月現在、NTTドコモ・
ａｕ
・ソフトバンクへの配信を行っています。
◎伊勢は平野ですので、山がなければその先は海です。
津波の際は、近くの高台に避難してください。
◎二見浦で津波が来たら、音無山（P.４ MAP B-5）に向かってください。

２．
グループ旅行の方は離れることなく行動しましょう

鳥羽・志摩

３．
正しい情報を知りましょう
◎情報を入手するには？
携帯電話が使える
⇒「防災みえ．
jp」をご覧ください！
交通情報、被害情報、避難場所などがご覧いただけます

防災みえ．jp

携帯電話が使えない

歳時記

⇒ ①災害時帰宅支援ステーションのステッカーを
掲出しているコンビニエンスストア、ガソリン
・避難場所等
スタンド（※一部対象外施設があります）
で情報が入手できます
＜避難場所（例）
＞

索引

○伊勢神宮内宮周辺…進修小学校・
（三重交通Ｇスポーツの杜伊勢
陸上競技場体育館 P.19）
○伊勢神宮外宮周辺…（シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢・
いせ市民活動センター）P.16
○二見浦周辺…（二見老人福祉センター・二見生涯学習センター）P.21

②ラジオで情報を仕入れる
伊勢市内避難所一覧
＜チャンネル＞
AM NHK第一（729） NHK第二（909） CBCラジオ（1053） 東海ラジオ（1332）など
FM ZIP-FM（77.8） FM三重（78.9） NHK-FM（81.8）など

４．
ふるさとの家族・友人に安否を伝える

⇒災害用伝言ダイヤル「１７１」、携帯電話からは「災害用伝言板」

アクセス

５．
帰宅手段を確認しましょう

① もしものために、まずは避難場所を調べましょう
②「防災みえ．
jp」で道路状況、公共交通機関の運行状況を調べましょう
※できるだけお電話でのご照会はお止めください。
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