
【問合先】総務課 防災係　　0978-72-5160

事前に災害に備えましょう

名　称：警戒レベル
発信者：市
内　容：避難情報

警戒
レベル 住民がとるべき行動 避難情報等

5 5
相当

命を守る最善の行動 災害発生情報 氾濫発生情報
大雨特別警報
（土砂災害）

名　称：警戒レベル相当情報
発信者：気象庁や県
内　容：河川水位や雨の情報

浸水の情報（河川） 土砂災害の情報（雨）

防災気象情報（警戒レベル相当情報）

※「避難勧告等に関するガイドライン」の趣旨を変えずに、よりわかりやすい表現にしています。

◆市が出す警戒レベルで確実に避難しましょう

　気象庁などから出る河川水位や雨の情報を参考に、自主的に早めの

　避難と身の安全の確保をしましょう

危険な場所から
全員避難

危険な場所から
高齢者などは避難

避難勧告
（避難指示（緊急））

避難準備・
高齢者等避難開始

ハザードマップ等で
避難方法を確認

最新情報に注意 早期注意情報

大雨注意報
洪水注意報

土砂災害警戒情報

大雨警報
氾濫警戒情報
洪水警報

氾濫危険情報

氾濫注意情報

市は、警戒レベル相当情報（河川や雨の情報）のほか、地域の土地利用や災害実績なども踏まえ総合

的に警戒レベル（避難情報）の発令判断をすることから、警戒レベルと警戒レベル相当情報が出るタ

イミングや対象地域は必ずしも一致しません。
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　台風や大雨等、災害の発生しやすい時期になりました。「自らの命は自らが守る」意識を持ち、適

切な避難行動をとりましょう。新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、災害時には危険な場所

にいる人は避難することが原則です。

知っておくべき５つのポイント

１．避難とは「難」を「避」けることです。安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。

２．避難先は、小中学校・公民館だけではありません。安全な親戚・知人宅に避難することも考えて

みましょう。

３．避難の際はできるだけマスク・消毒液・体温計等を自ら携行してください。

４．国東市が指定する避難場所、避難所が変更・増設されている可能性があります。事前に配布さ

れている避難場所一覧表や市ホームページ、区長さんに確認してください。

５．豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむをえず車中泊をする場合は、浸水しないよう周

囲の状況等を十分確認してください。

　国東市ハザードマップで、自宅が安全かどうかを平常時に必ず確認しましょう。

　（ハザードマップは、各戸に配布しています。また、市のホームページでも公開して

　います）

★ 事前予約必要

※図書館休館日…毎週月曜日、７/23、７/24、７/31

※新型コロナウイルス感染防止のため、行事が中止・延

期になることがあります。

日・曜日 主な行事やお知らせの内容

7月の行事カレンダー
　新型コロナウイルス感染防止のため、下記のイベント

が中止または延期となりました。

イベント中止・延期のお知らせ

「2020大分県高等学校野球大会」を

市ケーブルテレビで放送します

　新型コロナウイルス感染症の影響により７月14日か

ら開催予定の高校野球県大会について、民間放送

局が地上波放送を実施しない時間帯をケーブルテレ

ビで放送し、全試合を完全リレー中継します。画面を

通じて県内各地の選手たちの応援をお願いします。

※大会期間中は、ケーブルテレビ番組表が野球中継

のため変更になります。

※雨天等大会日程の順延にあわせた放送をします。

※決勝戦は民間放送局が放送するため、ケーブルテ

レビでの放送はありません。

午後1時30分 中野公民館

午後1時～2時 東部保健所国東保健部

午後1時～3時 アストくにさき

午前9時～正午 消防本部

午前8時 アストくにさき

午前8時 アストくにさき

午後1時30分 竹田津地区公民館

午前10時 くにみ海浜公園

午前10時～正午 武蔵中央公民館

午後7時 国東市役所

午前8時 武蔵保健福祉センター

午前8時 武蔵保健福祉センター

午前8時 武蔵保健福祉センター

午前8時 アストくにさき

午前8時 武蔵保健福祉センター

午後1時30分～3時 みんなんかん

午後1時30分 竹田津地区公民館

市民病院巡回診療

こころの相談 ★

行政書士会無料相談

普通救命定期講習会 ★

住民健診 ★

住民健診 ★

市民病院巡回診療

くにみ海浜公園マリンスポーツ施設オープン

　

消費生活出張相談 ★

都市計画区域マスタープラン地元説明会

　

住民健診 ★

住民健診 ★

住民健診 ★

住民健診 ★

住民健診 ★

障がい者福祉相談

市民病院巡回診療
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日・曜日 内容・問合先

【問合先】広報室　　0978-72-5008

社会教育課 　0978-72-2121

国東市成人式 令和３年１月３日㈰予定8/15㈯

延期

人権啓発・部落差別解消推進課 　0978-72-0354

第29回差別をなくす仏の里のつどい８月下旬

中止

隣保館 　0978-68-1722

第14回国東市隣保館まつり８月下旬

中止

大分空港事務所 　0978-67-3771

大分空港「空の日」イベント9月初旬

中止

社会教育課 安岐分室 　0978-67-0155

令和２年度（第21回）九州瀬戸内高等学校女子駅伝競走大会9/27㈰

中止

７・８月の休日在宅当番医
午前８時30分～午後５時

月 日 病 院 名 所 在 地 電話番号

7月12日
松木医院 国東町岩屋 72-0345
牛嶋内科・胃腸科クリニック 武蔵町古市 69-0889

7月19日
福永胃腸科外科医院 国東町鶴川 72-3001
たてわき眼科 武蔵町糸原 69-0111

7月23日
国見病院 国見町伊美 82-1251
メープル尽クリニック 安岐町下原 67-2800

7月24日
堀田医院 国見町伊美 82-0490
朝倉内科医院 安岐町中園 67-2012

7月26日
はるかぜ醫院 国見町大熊毛 89-9414
定村内科医院 安岐町塩屋 67-2127

8月2 日
富来Ｋ．クリニック 国東町富来浦 73-3010
あおぞら病院 国東町小原 72-0455

７・８月の休日歯科当番医
午前９時～正午

月 日 医 院 名 所 在 地 電話番号
7月12日 アキモト歯科医院 安岐町西本 67-2677
7月19日 田川歯科医院 杵築市杵築 62-2061
7月23日 わかば歯科 国東町鶴川 72-2959
7月24日 長野歯科医院 杵築市山香町内河野 0977-75-0680
7月26日 川野歯科医院 武蔵町古市 68-1574
8月 2 日 第二谷口歯科医院 速見郡日出町豊岡 0977-72-9330

※休日当番医は変更になることがありますの
で、電話でご確認のうえ受診してください。

　国東市民病院（安岐町下原 67-1211）・
　あおぞら病院（国東町小原 72-0455）は、
　救急病院です。

国民健康保険税（１期）・介護保険料（２期）

後期高齢者医療保険料（１期）

納期限　７月31日（金）
7
月
の
納
税

【問合先】税務課　 ０９７８-７２-５１５６

還付金詐欺にご注意ください！国東市ではＡＴ
Ｍで税金などを還付することはありません。
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