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◎特集「災害に備えよう」 

 広報ながさき 6月号にも掲載しておりますが、これから台風シーズンに入り、大雨が降りやすく、

災害が発生する危険が高まります。今年 7月には、台風 7号や梅雨前線の停滞により未曾有の被害

が各地で起こり、多くの方が亡くなっており未だ行方不明の方もいます。長崎市の地形は、斜面地

が多く、土砂災害が起こりやすいといわれています。災害は、いつ起こるか予測ができません。た

だし、その被害は、日ごろから備えることで減らすことができます。災害から身を守るために、普

段から万全の準備を心掛けましょう。 

 

自宅周辺の危険なところを確認しましょう！ 

 災害ハザードマップとは、地域における災害の

危険度を示した地図のことです。 

三重地区管内のハザードマップは、三重地域セ

ンター及び三重地区市民センター１F 市民サービ

スコーナーにあります。 

長崎市のホームページでも確認できます。 

長崎市防災情報マップ検索 

 

防災情報を確認しましょう！ 

気象情報や避難の呼びかけなどを行う避難情報は、防災行政無線で放送します。防災行政無線が

聞き取れなかったときは次の方法で確認できます。 

 ・防災メール：登録用ｱﾄﾞﾚｽ「bousai.nagasaki-city@raiden.ktaiwork.jp」/登録用 QR ｺｰﾄﾞ↓ 

 ・ホームページ：防災ガイドながさき検索 

 ・データ放送：ＮＢＣ またケーブルテレビリモコンのⅾボタン 

 ・電話で確認：電話 0180－999－002 

 

気象情報について！ 

主な防災気象情報 

注意報 警報 特別警報 土砂災害警戒情報 台風情報 

災害の恐れが

あるときに出

される。 

重大な災害の

恐れがあると

きに出される。 

数十年に一度の大災

害が起きると予想さ

れた場合に出される。 

土砂災害の恐れ

があるときに出

される。 

台風が発生した

ときに出される。 

 

避難情報の種類について！ 

市民の皆さんに被害が及ぶ危険性が高まるときは、避難情報を発表します。ただし、避難情報が

発表されなくても、身の危険を感じたら自主的に避難しましょう。 

低  ←      緊急度      →  高 

 避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示（緊急） 

どのような

ときに出さ

れるの？ 

人に被害が及ぶ恐れが高

まっているとき。 

人に被害が及ぶ恐れがさ

らに高まっているとき。 

災害の前兆現象の発生な

ど、人に被害が及ぶ恐れが

非常に高い。または、実際

に人に被害が及んだとき。 

三重町のハザードマップ 



○三重地区避難所（建物）  

 三重地区管内の避難所は次のとおりです。 

避難所 避難所住所 避難所 避難所住所 

鳴見台小学校（体育館） 鳴見台 2 丁目 1-3 三重地域センター 三重町 1098-1 

多以良町公民館 多以良町 389 三重地区公民館 三重町 1142-1 

三重地区市民センター 畝刈町 28-7 三重小学校（体育館） 三重町 1125 

畝刈小学校（体育館） 京泊 1 丁目 3-1 東樫山公民館 樫山町 886-2 

京泊公民館 京泊 3 丁目 29-34 西樫山公民館 樫山町 1856 

三重中学校（体育館） 三京町 811-5 三重田公民館 三重田町 1218 

東上公民館 三重町 166-1   

○三重地区避難所（公園）  

 三重公園、京泊公園、鳴見台近隣公園  

 

○三重地区避難所マップ 

 

三重地区での防災マップづくりの動き 

防災マップづくりを通して災害に備える力を身につけ

る動きが活発になっています。 

三重地区では昨年 6月に三重平地 5自治会が、7月に畝

刈小学校区内 5自治会が、今年 5月に才木自治会が地域防

災マップづくりを行っています。 

グループ毎に地域の白地図を見ながら危険箇所や避難

所、避難経路、消火栓等を確認し、「地域防災マップ」を作り上げ、自治会内の各世帯に配布されて

います。防災マップづくりに関心がある自治会は防災危機管理室（℡822-0480）へ連絡をお願いし

ます。 

西樫山公民館 

東樫山公民館 

三重田公民館 

多以良町公民館 

鳴見台小学校体育館 

三重地区市民センター 畝刈小学校体育館 京泊公民館 

三重中学校体育館 

 

 

東上公民館 

三重地区公民館 

三重地域センター 

三重小学校体育館 

鳴見台近隣公園 

三重公園 

京泊公園 

才木公民館 



 

◎長崎市からのお知らせ 

 ○世界文化遺産登録決定 

  バーレーンで開かれたユネスコ世界遺産委員会で「長 

崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界文化遺 

産への登録が決まりました。潜伏キリシタン関連遺産は、 

キリシタン 17～19世紀の約 250年に及ぶキリスト教禁教 

下、既存の宗教や社会と共生しながらひそかに信仰を続 

けた潜伏キリシタンの文化的伝統を示す資産群で長崎県 

内 11資産と熊本県内 1資産の計 12資産で構成しており、 

このうち、長崎市内には、大浦天主堂、外海の出津集落、 

外海の大野集落の 3資産があります。 

世界文化遺産登録が決定した、6月 30日（土）には外海 

地区の遠藤周作文学館でパブリックビューイングが行われ、 

登録の瞬間を市民等約 120 人が祝福しました。 

 

○市民大清掃 

  「市民大清掃」は、地域ぐるみによる自主的な清掃活動を通じて、美しいまちづくりに対する

市民の意識高揚を図り、快適な環境を築いていくことを目的として毎年 8月の第 1日曜日に実施

しています。詳しくは各自治会へご確認ください。 

 

○国民年金保険料免除などの申請 

  国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の免除や納付猶予の申請（所得審査あり）

ができます。申請は各地域センター、事務所（黒崎・池島・長浦）、地区事務所（西部・古賀・戸

石）、日本年金機構 長崎南年金事務所で行うことができます。 

 

   申 請 期 間 ：平成 30年 7月～平成 31年 6月 

   申請に必要なもの：本人確認書類、年金手帳または納付案内書、印鑑、失業が理由の場合は 

「離職票」か「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者資格 

喪失確認通知書」 

   担 当 部 署 ：中央地域センター 総務年金係  電話 829-1137 

日本年金機構 長崎南年金事務所 電話 825-8705 

 

○マイナンバーカード出張申請受付 

  お住まいの地域や会社へ職員が出向き、マイナンバーカード申請の出張受付を行います。申請 

用の顔写真も無料で撮影します。 

 

対  象：希望者が概ね 10名以上いる企業・グループ（長崎市民が対象となります） 

期  間：平成 30年 5月 1日～平成 31年 2月 28日 

時  間：平日 午前 10時～午後 4時 

申込方法：お電話等にて連絡後、申請受付申込書をご提出ください。 

担当部署：長崎市中央地域センター マイナンバー担当 電話 829-1424 

 

 

 

 

 

 

 

大野教会堂 

出津教会堂 



 

◎三重地区の行事 

○三重地区子どもの日ペーロン大会 

三重町の三重漁港で 5月 5日（土）こどもの日に「三重地区こどもの日ペーロン大会」が開催さ

れました。 

ペーロンを通じて地域のつながりを大切にしていこうと三重小校区青少年育成協議会などが毎

年開き今年で 45 回目となり、8 つの子ども会から 7 チームが出場しました。結果は次のとおりで

す。 

1位：京泊、2位：西樫山、3位：馬場 

 

○三重地区ペーロン大会 

 京泊 3丁目の新長崎漁港で 6月 3日（日）「三重地区ペーロン大会」が開催されました。 

三重地区７つの自治会と式見町から 8チームが出場しました。 

優勝した角チームは 7 月 29 日（日）に長崎港で開催される「長崎ペーロン選手権大会」に出場

します。レース結果は次のとおりです。 

1位：角、2位：角上、3位：崎上 

 

○子どもを守るネットワーク強調月間パトロール 

  「子どもを守るネットワーク」強調月間パトロールは、平成 15 年 7 月に長崎市で起こった不

幸な事件を二度と起こさせない、また、風化させないという気持ちを全市民が新たにし、地域の

団体・組織・企業・個人のすべてが連携し、巻き込まれる事件の抑止を図るため、7 月を強調月

間として、毎年 7月 1日前後に啓発活動をしています。 

このうち、三重小学校では 6月 23日（土）、

畝刈小学校では、7月 7日（土）、鳴見台小学校

では、7月 14日（土）に行われ、人通りの少な

い場所や車の通行量の多いところなど、通学路

の危険箇所を確認しながらパトロールしまし

た。 

 

 

 


