
 

草加市防災行政無線運用方針 

 

 次の運用方針にのっとり、防災行政無線を放送します。 

 

１ 放送の種別は、次のとおりとします。 

⑴ 防災放送 

① 災害対策に関する事項 

② 国民保護のための措置に関する事項 

③ その他緊急かつ重要な事項 

⑵ 行政放送 

① 人命に係わる捜索等に関する事項 

② 防犯に関する重要な事項 

③ 児童・生徒等の安全に関する事項 

④ 選挙投票日における棄権防止に関する事項 

⑤ 水道に関する事項 

⑥ その他市民の安全等のために必要な事項 

 

２ 行政放送の放送時刻は次のとおりとします。 

 ⑴ 平日の午前８時３０分から午後５時まで（ただし、①人命に係わる捜索等に関

する事項及び⑤水道に関する事項は毎日午前８時３０分から午後８時までとし、④

選挙投票日における棄権防止に関する事項は、投票日の午前１０時から午後５時ま

で）とします。 

 

３ 各放送の放送地域は原則、必要な区域の範囲内とします。 

 

４ 防災行政無線放送は内容により、次の情報伝達手段を用いて配信します。 

⑴ 防災放送（Ｊアラート（全国瞬時通報システム）を除く） 

 ① 草加お知らせメール（以下、「メール」という） 

 ② 防災情報アプリ「防災草加」（以下、「アプリ」という） 

 ③ 草加市公式ＬＩＮＥ（以下、「ＬＩＮＥ」という） 

 ④ ツイッター、フェイスブック（以下、「ＳＮＳ」という） 

 ⑤ あんしん電話（以下、「電話」という） 

 ⑥ あんしんＦＡＸ（以下、「ＦＡＸ」という） 

⑵ 行政放送（定時放送を除く） 

 ① 草加お知らせメール（以下、「メール」という） 

 ② 草加市公式ＬＩＮＥ（以下、「ＬＩＮＥ」という） 

 ③ ツイッター、フェイスブック（以下、「ＳＮＳ」という） 

 

 



各種放送の取扱いは、次のとおりとします。 

 

《 防 災 情 報 》 

 

【特別警報】 

放送の判断基準  特別警報発表時 

放送時間  ２４時間 

放送区域  市内全域 

他の配信手段  なし※ 

放送文 

「こちらは防災草加です。」 

「当地域に、○○特別警報がでました。落ち着いて行動してく

ださい。」 

 ※「○○」は大雨、暴風、暴風雪、大雪 

 

【緊急地震速報】 

放送の判断基準 
 震度５弱以上の地震の危険がある場合。Ｊアラート（全国瞬

時警報システム）により放送する 

放送時間  ２４時間 

放送区域  市内全域 

他の配信手段  なし※ 

放送文 
「《警告音：ピロン・ポローン、ピロン・ポローン》緊急地震

速報。大地震です。大地震です。（繰り返し）」 

 

【国民保護に関する情報】 

放送の判断基準 
 弾道ミサイル発射等の情報がある場合。Ｊアラート（全国瞬

時警報システム）により放送する 

放送時間  ２４時間 

放送区域  市内全域 

他の配信手段  なし※ 

放送文 

「《警告音：プー》○○情報。○○情報。当地域に○○の可能

性があります。屋内に避難し、テレビ、ラジオをつけてくださ

い。（繰り返し）」 

 ※「○○」はゲリラ攻撃、航空攻撃、ミサイル攻撃、大規模

テロ 

 

【地震に関する情報】 

放送の判断基準  震度５弱以上の地震直後 

放送時間  ２４時間 



放送区域  市内全域 

他の配信手段  メール、アプリ、ＬＩＮＥ、ＳＮＳ、電話、ＦＡＸ 

放送文 

「こちらは、防災草加です。」 

「震度○の地震が発生しました。火の始末をしてください。テ

レビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動してください。（繰り返

し）」 

「こちらは、防災草加でした。」 

※「○」は５以上の数字 

 

【地震に関する情報】 

放送の判断基準  地震発生から約１０分後 

放送時間  ２４時間 

放送区域  市内全域 

他の配信手段  メール、アプリ、ＬＩＮＥ、ＳＮＳ、電話、ＦＡＸ 

放送文 

「こちらは、防災草加です。」 

「先程の地震の震源地は○○で、震源の深さは●kmと推定され

ます。草加市の震度は●で、地震の規模はマグニチュード●で

した。今後も、テレビやラジオからの情報に注意し、落ち着い

て行動してください。（繰り返し）」 

「こちらは、防災草加でした。」 

※「○○」は地名、「●」は数字 

 

【地震に関する情報】 

放送の判断基準  余震のおそれがある場合 

放送時間  ２４時間 

放送区域  市内全域 

他の配信手段  メール、アプリ、ＬＩＮＥ、ＳＮＳ、電話、ＦＡＸ 

放送文 

「こちらは、防災草加です。」 

「今後、同じような大きさの地震が予想されます。落下物やブ

ロック塀などに気を付けてください。また、今一度、火の始末

をしてください。ガスの元栓を閉め、電化製品の電源を切り、

ブレーカーを落としてください。今後も、テレビやラジオから

の情報に注意し、落ち着いて行動してください（繰り返し）」 

「こちらは、防災草加でした。」 

 

【地震に関する情報】 

放送の判断基準  地震発生後の被害状況が分かったとき 

放送時間  ２４時間 



放送区域  市内全域 

他の配信手段  メール、アプリ、ＬＩＮＥ、ＳＮＳ、電話、ＦＡＸ 

放送文 

「こちらは、防災草加です。」 

「草加市災害対策本部からこれまでに分かった市内の被害状況

についてお知らせします。」 

「亡くなった方、○○人、行方の分からない方、○○人、重傷

者、○○人、軽傷者、○○人、全壊家屋、○○棟、半壊家屋、

○○棟（繰り返し）」 

「こちらは、防災草加でした。」 

 

【避難情報】 

放送の判断基準 

 川の水位が警戒レベル発出水位に達し、避難情報が発出され

た場合 

 ① 高齢者等避難・・・避難判断水位 

 ② 避難指示・・・・・氾濫危険水位 

 ③ 緊急安全確保・・・川の氾濫発生 

放送時間  ２４時間 

放送区域  市内対象区域 

他の配信手段  メール、アプリ、ＬＩＮＥ、ＳＮＳ、電話、ＦＡＸ 

放送文 

① 高齢者等避難 

「緊急放送、緊急放送、警戒レベル３、高齢者等避難、警戒レ

ベル３、高齢者等避難」 

「こちらは、防災草加です。」 

「○○川が増水し氾濫するおそれがあるため、□□地区に警戒

レベル３の高齢者等避難を発令しました。□□地区にお住まい

で、高齢者の方、障がいのある方、小さな子ども連れの方など

は、避難を始めてください。避難所のほか、自宅やお知り合い

の方のお宅で、２階以上への移動も避難となります。それ以外

の方も、不要不急の外出を控えたり、避難の準備を整え、気象

情報に注意して、危険だと思ったら早めに避難してください。

また、避難所に来られる際は、各自で感染症対策に必要なもの

などは、持参してください。（繰り返し）」 

「こちらは、防災草加でした。」 

② 避難指示 

「緊急放送、緊急放送、警戒レベル４、避難指示、警戒レベル

４、避難指示」 

「こちらは防災草加です。」 

「○○川が氾濫するおそれが高まったため、□□地区に警戒レ



ベル４の避難指示を発令しました。□□地区にお住まいの方

は、直ちに全員避難してください。また、外が危険な場合は、

屋内の２階以上に避難してください。（繰り返し）」 

「こちらは、防災草加でした。」 

③ 緊急安全確保 

「緊急放送、緊急放送、警戒レベル５、緊急安全確保、警戒レ

ベル５、緊急安全確保」 

「こちらは防災草加です。」 

「ただ今、□□地区に警戒レベル５、緊急安全確保を発令しま

した。○○川の水位が堤防の高さを超え、大変危険です。□□

地区にお住まいの方は、直ちに命を守る最善の行動をとってく

ださい。また、外は危険なため、屋内の２階以上に避難してく

ださい。（繰り返し）」 

 ※「□□」は地区名、「○○」は河川名 

 

【避難所情報】 

放送の判断基準  避難所が開設された場合 

放送時間  ２４時間 

放送区域  市内全域（状況に応じて対象区域） 

他の配信手段  メール、アプリ、ＬＩＮＥ、ＳＮＳ、電話、ＦＡＸ 

放送文 

「こちらは、防災草加です。」 

「○○に伴い、□□地区の△△を避難所として開設していま

す。避難所に来る前には必ず体温、体調を確認し、感染症対策

など、必要なものは各自でご準備ください。また、新型コロナ

ウイルス対策として、自宅での２階以上への避難やお知り合い

の方のお宅での避難もご検討ください。（繰り返し）」 

「こちらは、防災草加でした。」 

 ※「○○」は災害種別、「□□」は地区名、「△△」は避難

所名 

 

【水道に関する情報】 

放送の判断基準  健康被害が懸念される水質異常等が発生した場合 

放送時間  ２４時間 

放送区域  市内全域（状況に応じて対象区域） 

他の配信手段  メール、アプリ、ＬＩＮＥ、ＳＮＳ、電話、ＦＡＸ 

放送文 

「こちらは、防災草加です。」 

「現在、市内の水道水に異常が発生しています。水道水を飲ま

ないでください。（繰り返し）」 



「こちらは、防災草加でした。」 

 

※ 各通信会社から、緊急速報メールが配信されます。 

 

【その他緊急かつ重要な事項】 

 大規模かつ長時間の停電など、緊急性が高く、市民の生命、身体、財産を守るため

に必要な事項を放送します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



《 行 政 放 送 》 

 

【行方不明者の捜索協力依頼】 

放送の判断基準  警察から依頼があった場合 

放送時間  午前８時３０分から午後８時までの間 

放送区域  市内全域 

他の配信手段  メール、ＬＩＮＥ、ＳＮＳ 

放送文 

「こちらは、防災草加です。」 

「草加警察署からのお知らせです。」 

「本日（または昨日等）、○時頃、□□地内から、○○ ○○

さん○歳の行方がわからなくなっています。特徴は身長○セン

チくらい、体格は○○、頭髪は○○（色・髪型）、服装は○○

（上着や靴などの色や形の特徴）を着用した男性（女性）で

す。心当たりのある方は、草加警察署まで連絡をお願いしま

す。」 

「こちらは、防災草加でした。」 

 ※「□□」は地区名 

 

【光化学スモッグ注意報等】 

放送の判断基準  埼玉県から発令又は解除の連絡があった場合 

放送時間  発令時及び解除時 

放送区域  市内全域 

他の配信手段  メール、ＬＩＮＥ、ＳＮＳ 

放送文 

① 警報発令 

「こちらは、防災草加です。」 

「ただいま、光化学スモッグ警報が、埼玉県南東部地区に発令

されました。外出や屋外での運動は極力控えるよう、お願いし

ます。」 

② 解除 

「こちらは、防災草加です。」 

「埼玉県南東部地区に発令中の、光化学スモッグ警報は、解除

されました。ご協力、ありがとうございました。」 

「こちらは、防災草加でした。」 

 

【熱中症注意喚起】 

放送の判断基準  埼玉県から注意喚起の情報提供があった場合 

放送時間  発令時 

放送区域  市内全域 



他の配信手段  メール、ＬＩＮＥ、ＳＮＳ 

放送文 

「こちらは、防災草加です。」 

「今日は、埼玉県内に、熱中症警戒アラートが発表されてお

り、熱中症の危険が大変高くなっています。外出や運動は避

け、のどの渇きを感じる前に、こまめに水分補給をしましょ

う。また、室内の温度に注意し、エアコンなどを活用しましょ

う。」 

「こちらは、防災草加でした。」 

 

【振り込め詐欺注意喚起情報】 

放送の判断基準 

 警察から依頼があった場合。振り込め詐欺電話は、局番等を

限定し、集中してかける場合が多いことから、警察に相談電話

が多く寄せられた場合 

放送時間  午前８時３０分から午後５時までの間 

放送区域  該当地域 

他の配信手段  メール、ＬＩＮＥ、ＳＮＳ 

放送文 

「こちらは、防災草加です。」 

「草加警察署からお知らせです。」 

「○○地内で、振り込め詐欺と思われる電話が多数かかってき

ています。不審な電話を受けた際は、すぐに草加警察署へ相談

してください。」 

「こちらは、防災草加でした。」 

 

【交通事故防止運動】 

放送の判断基準  警察から依頼があった場合 

放送時間  午前８時３０分から午後５時までの間 

放送区域  市内全域 

他の配信手段  メール、ＬＩＮＥ、ＳＮＳ 

放送文 

「こちらは、防災草加です。」 

「交通対策課からお知らせします。」 

「現在、○○の交通事故防止運動を実施しています。事故を他

人事とは思わず、交差点では必ず安全確認を行い、交通事故に

気をつけましょう。」 

「こちらは、防災草加でした。」 

 

【子どもの見守りのお願い】 

放送の判断基準  小中学生の下校時刻に合わせて放送 

放送時間  午後３時（学校の休校日等を除く） 



放送区域  市内全域 

他の配信手段  なし 

放送文 

「こちらは、防災草加です。」 

「地域のみなさん、いつも私たちを見守ってくださり、ありが

とうございます。」 

「これから、私たちが下校します。今日も見守りを宜しくお願

いします。」 

「こちらは防災草加でした。」 

 

【夕焼けチャイム】 

放送の判断基準  日没前 

放送時間 

 判断基準に同じ 

 ※日没前の放送時間は、次のとおりとする 

 ３月から８月まで  午後５時２８分 

 ９、１０月     午後４時５８分 

 １１月から２月まで 午後４時２８分 

放送区域  市内全域 

他の配信手段  なし 

放送文 

「こちらは防災草加です。」 

「良い子のみなさん、今日の思い出を大切に、交通事故に気を

付けて、もうおうちへ帰りましょう。」 

「こちらは、防災草加でした」 

 ※ ＢＧＭ：草加市歌「想い出はいつも」 

 

【選挙に関する放送】 

放送の判断基準  投票日 

放送時間  投票日の午前１０時、午後３時３０分・５時 

放送区域  市内全域 

他の配信手段  メール、ＬＩＮＥ、ＳＮＳ 

放送文 

 ①午前１０時 

「こちらは草加市です。」 

「選挙管理委員会からお知らせします。有権者の皆さん、今日

は○○選挙の投票日です。貴重な一票を大切に、棄権せず投票

しましょう。（繰り返し）」 

「こちらは、草加市でした。」 

 ②午後３時３０分・５時 

「こちらは草加市です。」 

「選挙管理委員会からお知らせします。有権者の皆さん、今日



は○○選挙の投票日です。投票はもうお済みですか。投票時間

は午後８時までです。（繰り返し）」 

「こちらは、草加市でした。」 

 ※「○○」は選挙種別 

 

【水道に関する情報】 

放送の判断基準  健康被害のおそれがない濁り水が発生した場合 

放送時間  午前８時３０分～午後８時 

放送区域  市内全域（状況に応じて対象区域） 

他の配信手段  メール、ＬＩＮＥ、ＳＮＳ 

放送文 

「こちらは、防災草加です。」 

「ただいま、○○により水道水に濁りが発生することがありま

す。濁りがないことを確認の上、水道水を使用してください。

（繰り返し）」 

「こちらは、防災草加でした。」 

 

 


