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警戒レベル 避難情報 住民がとるべき行動
警戒レベル

相当
洪水情報 土砂災害情報

5 緊急安全確保
命の危険

ただちに安全確保！
５
相当

氾濫発生情報
大雨特別警報
（土砂災害）

4 避難指示
危険な場所から

全員避難
４
相当

氾濫危険情報 土砂災害警戒情報

3 高齢者等避難
危険な場所から
高齢者等は避難

３
相当

氾濫警戒情報
洪水警報

大雨警報

2 ー
自らの避難行動を

確認
２
相当

氾濫注意情報

洪水注意報
大雨注意報

1 ー
災害への心構えを

高める
１
相当

ー 早期注意情報

～〈警戒レベル４までに必ず避難！〉～

避難情報等 防災気象情報避 難 情 報 等 防 災 気 象 情 報

 

 

市民と行政が一体となり、地域における防犯対策の推進と暴力団の壊滅に向けた取組を行うと

ともに、災害への迅速な対応を図ります。 

  

区対策部から発信される避難情報  

災害発生が予想される場合に、最も重要なのは、市が発令する避難指示等の避難情報です。 

避難情報には、いくつかの種類があり、段階を追って安全な場所に的確な避難行動を取る必要が

あります。避難情報が出された場合には、広報車やテレビ、ラジオ、市ホームページ等で情報を発

信するほか、携帯電話を活用した緊急速報メール（エリアメール）や事前の登録が必要な情報配信

サービス（もらって安心災害情報配信サービス、防災メール「まもるくん」）でも情報を提供して

います。 

令和 3 年 5 月 20 日付で、災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、「避難勧告」と

「避難指示（緊急）」は、「避難指示」に一本化されました。 

5 段階の警戒レベルに応じたとるべき行動を理解して、いざという時の避難行動に役立てましょ

う。 

 

 

※市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル５は必ず発令される情報ではありません。  

※警戒レベル３は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的に避難するタイミ 

ングです。 

        

 

避難行動要支援者避難支援事業 

浸水や土砂崩れなどの災害が予想される地域にお住まいの方のうち、自力避難が困難な方を事

前に把握し、災害発生前の確実な避難情報伝達と、地域の方による避難支援の体制を事前に整備

することで、迅速な避難の支援を実施することを目指した事業です。多くの自治会や団体の協力

が、対象の方々の安全・安心につながっています。 

(ウ) 安全・安心なまちづくり 

総務企画課 庶務係 ＴＥＬ：５８２－３３０１ 

危機管理室 危機管理課 ＴＥＬ：５８２－２１１０ 

総務企画課 庶務係   ＴＥＬ：５８２－３３０１ 

 

協働 
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区における被災者の総合相談窓口 

各区役所では、一定規模（被害が区内で概ね 50 件）の災害が起こった場合、被害を受けた住

民の生活再建の支援を迅速かつ円滑に実施することを目的に「総合相談窓口」を設けています。 

開設時期や期間などは、適時、お知らせしますので、市ホームページなどでご確認ください。 

 

 

北九州市小倉都心部浸水対策推進プラン  

近年多発する、短時間で局地的な大雨（いわゆるゲリラ豪雨）への対策として、平成２７年２月

に『北九州市小倉都心部浸水対策推進プラン』を国へ登録し、１０年間で河川と下水道の整備を重

点的に推進します。 

また、防災情報の周知などソフト対策も併せて実施することにより、市民の皆様とともに浸水被

害の軽減に取り組んでいきます。 

 
 

土砂災害防止法に基づく警戒区域等の指定 

土砂災害の恐れがある区域を明らかにし、国民の生命、身体を保護することを目的として制定

された土砂災害防止法に基づき、福岡県は平成２５年１１月に「土砂災害警戒（特別警戒）区域」

として、当初、区内９小学校区内の区域を指定していましたが、平成３０年３月に新たに区域を

指定したことから、現在では、区内１１小学校区内の区域を指定しています。 

なお、対象地域が分かる「警戒区域図」は、区役所窓口や市ホームページでもご覧いただけま

す。 

 

被災者援護 

火災・台風などにより民家が被災した場合に、避難場所の確保や毛布・日用品などの支援を行

います。また、被災状況に応じ、見舞金等の支給を行います。 

 
 
 

防犯灯の設置・維持管理補助（ＬＥＤ化） 

夜間における犯罪の発生を防止し、住民の通行の安全を図るために町内会が設置する防犯灯の

ＬＥＤ化を促進するとともに、設置費と維持管理費の一部を補助します。 

 
 
 

防犯カメラ設置補助制度 

 安全･安心な環境の構築に向け、地域団体や事業者の方々が犯罪抑止を目的として公共空間を撮

影する防犯カメラの設置に対して、その設置経費の一部を補助します。補助対象は、自治会･町内

会などの住民組織、市内に事業所を置き、専ら営利を目的とした活動を行う個人及び法人です。 
 
 
 
 

コミュニティ支援課 コミュニティ支援係 

ＴＥＬ：５８２－３３３７ 

コミュニティ支援課 コミュニティ支援係 ＴＥＬ：５８２－３３３７ 

市民文化スポーツ局 安全・安心都市整備課 

ＴＥＬ：５８２－２８６６ 

建設局 水環境課     ＴＥＬ：５８２－２４９１ 
上下水道局 下水道計画課  ＴＥＬ：５８２－２４８０ 

 

総務企画課 庶務係 ＴＥＬ：５８２－３３０１ 

危機管理室 危機管理課 ＴＥＬ：５８２－２１１０ 

総務企画課 庶務係   ＴＥＬ：５８２－３３０１ 
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あんしん通報システム 

 健康上注意が必要な高齢者や重度の身体障害がある人等の家

に火災センサーやペンダント型送信機を付加した緊急通報装置

を設置し、火災や救急事案等に対し、消防隊や救急隊が迅速な対

応を行うとともに、緊急通報に対する民間警備員の駆けつけや医

療・福祉スタッフの通年２４時間体制の相談対応により、高齢者

等が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援します。 

 

 

北九州市「暴力追放・安全安心まちづくり」市民大会 

 本市における暴力団排除機運の醸成や「安全・安心なまち」を次世代に引き継ぐため、防犯活

動実施団体に対する顕彰や、暴力追放に関する講演を行う市民大会を開催しています。 

 

 

「暴追の日」合同パトロール 

 毎月１８日を「暴追の日」と定め、小倉北区内の校区自治連合会

をはじめ地域住民、企業、警察、行政が連携し、堺町公園を起点に

午後８時から１時間程度、繁華街のパトロールを実施しています。 

 

 

 

 

自転車放置禁止区域 

自転車の放置は、市民生活や経済活動に悪影響を与えることから、

条例に基づき、小倉駅・西小倉駅・南小倉駅・船場町・堺町等を中

心とした自転車放置禁止区域を指定しています。 

禁止区域においては、定期的に駐輪指導や放置自転車の撤去作業

（自転車保管所への移動）を実施しています。 

特に対策が必要と思われる小倉駅小倉城口（南口）前の商業施設

付近に駐輪指導員を配置し、重点的な指導・啓発を行っています。 

また、市民への周知啓発活動として、小倉北警察署の協力により、マスコットキャラクターを取

り入れた路面啓発シートを製作し、小倉駅周辺などに設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

「暴追の日」合同パトロール 

コミュニティ支援課 コミュニティ支援係 

ＴＥＬ：５８２－３３３７ 

市民文化スポーツ局 安全・安心推進課 

ＴＥＬ：５８２－２９１１ 

協働 

保健福祉局 長寿社会対策課 ＴＥＬ：５８２－２４０７ 

消防局    予防課     ＴＥＬ：５８２－３８３６ 

まちづくり整備課 管理係 ＴＥＬ：５８２－３４７１ 

撤去作業の様子 
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「生活安全パトロール隊」の活動支援 

  地域の自主防犯組織である「生活安全パトロール隊」は、平成１８年１１月に小倉北区内の全

校区で結成され、各校区とも地域の実情に応じた活動が定着しました。小倉北区では約２，２５

０名以上（令和３年６月現在）の方々がパトロール隊員として活動されています。隊員が安全に

活動できるために、赤色誘導灯等を配付する物的支援や、安全安心指導員（警察 OB）による防犯

パトロールへの同行や指導、助言なども行っています。 

 

 

令和３年度 回数 参加人数 

４月 310 3,667 

５月 322 3,299 

６月 365 3,868 

７月 221 2,470 

８月 97 663 

９月 214 1,487 

１０月 295 2,539 

１１月 336 2,225 

１２月 273 2,799 

１月 216 1,551 

２月 247 1,810 

３月 240 1,739 

合 計 3,136 28,117 

 

 

 

 

 

 

総合的な空き家等対策 

放置、老朽化した空き家は、①破損や倒壊 ②犯罪や火災の誘発 ③雑草やごみの放置 など

のトラブルにつながることがあり、これらの解消のため、区役所内に空き家等に関する相談窓口

を設け、現地調査の結果をふまえ、所有者等へ適切な管理に関する依頼を行っています。また、

建築物の倒壊のおそれなど危険度が一定以上の空き家については、区役所から建築都市局 空き家

活用推進課へ引き継ぎ、是正指導を行っています。 

 さらに、建築都市局空き家活用推進室では、相続など空き家に関する専門相談を無料で受け付け

ており、空き家の活用や放置予防、除却の補助など、空き家等対策を総合的かつ計画的に推進して

います。 

 

※回数には、児童見守り、暴追パトロール、青パト、歳末夜警等すべて含む。 

※令和 2、３年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、実施回数及び参加人数が大きく減少。 

コミュニティ支援課 コミュニティ支援係  

ＴＥＬ：５８２－３３３７ 

小倉北区生活安全パトロール隊活動状況（全校区集計） 

生活安全パトロール隊のパトロール風景 

建築都市局 空き家活用推進課  ＴＥＬ：５８２－２７７７ 
総務企画課 庶務係        ＴＥＬ：５８２－３３０１ 
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交通安全運動 

小倉北区交通安全推進協議会は、小倉北警察署などと連携し、

交通安全に対する意識の向上を図り、交通事故を防止することを

目的に活動しています。 

 春・夏・秋・年末に、ＪＲ小倉駅などで交通モラル・マナーにつ

いて交通安全啓発活動を行っています。 

 

 

鳥獣被害対策 

野生鳥獣（イノシシ・サルなど）の出没情報等に対し警察や農政事務所と協力して地域への情

報提供、注意喚起などを行っています。 

 

迷惑行為防止重点地区の指定 

市では、迷惑行為を防止し市民の快適な生活環

境の確保を図るため、人が多く集まり市の顔とも

なる、JR 小倉駅小倉城口側の小倉都心地区を「迷

惑行為防止重点地区」に指定し、条例により「路

上喫煙」、「ごみのポイ捨て」、「飼い犬のふん

の放置」、「落書き」の４つの迷惑行為を禁止し

ています。地区内では巡視員が巡回するとともに、

違反者に対しては罰則（過料１，０００円）の適

用を行います。 

 

 

迷惑行為防止地域支援事業 

迷惑行為のない誰もが快適で住みやすいまちづくりを推進するため、

地域において迷惑行為防止活動に自主的に取り組む団体に対し、のぼり

やチラシ等の啓発物品を提供し、その活動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

民間建築物吹付けアスベスト除去工事等補助事業 

人体に様々な健康被害を及ぼす吹付けアスベストの飛散を防止するため、建築物に使用されて

いる吹付けアスベスト等の分析調査や除去工事等の費用の一部を補助します。 

総務企画課 広報広聴係 ＴＥＬ：５８２－３３３９ 

体験型の交通安全教育 

総務企画課 広報広聴係 ＴＥＬ：５８２－３３３９ 

市民文化スポーツ局 安全・安心都市整備課  

ＴＥＬ：５８２－２８６６ 

市民文化スポーツ局 安全・安心都市整備課  

ＴＥＬ：５８２－２８６６ 

啓発物品（のぼり） 

モラル・マナーアップチラシ 

建築都市局 建築指導課   

ＴＥＬ：５８２－２５３１ 

協働 

迷惑行為防止重点地区 
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住宅・建築物耐震改修工事費等補助事業 

いつ、どこで発生してもおかしくない地震か

らの被害を軽減するため、現行の耐震基準を満

たさない昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築ま

たは工事着手された住宅や建築物の耐震化、道

路等に面した危険なブロック塀等の除却に要

する費用の一部を補助します。 

 

 

 

 

 

 

がけ地近接等危険住宅移転事業 

土砂災害などから市民の生命や財産を守るため、土砂災害特別警戒区域等に建つ危険な住宅の

除却及び移転等に要する経費の一部を補助します。 

 

老朽空き家等除却促進事業 

危険な空き家等の除却を促進するため、昭和５６年５月以前に建築された老朽空き家等で、倒

壊や部材の落下のおそれがあるなど本市で定める一定の基準を満たす建築物の除却に要する費用

の一部を補助します。 

 

小倉都心小売商業振興特別用途地区 

ＪＲ小倉駅小倉城口（南口）周辺・室町地区の一帯において、小売商業の振興を図り、安全で

魅力ある市街地の形成を目的として、「小倉都心小売商業振興特別用途地区」を指定しています。

地区内では、社交飲食店、パチンコ、ゲームセンター、性風俗施設等の新規立地が規制されてい

ます。 

・対象区域：魚町一～四丁目、京町一～三丁目、船場町、室町一～三丁目の各一部 

 

 

小倉北繁華街魅力づくり推進協議会 

安全・安心とにぎわいづくりの視点から、地元企業・地域・行政・警察等が一体となって様々な

活動を行う「小倉北繁華街魅力づくり推進協議会」が平成２７年１２月に設置されました。 

構成団体等によるまち美化清掃活動や暴力団追放・客引き追放のパトロールに加え、小倉はしご

酒大会等のイベントも数多く開催されるなど、小倉のまちの魅力創出やイメージアップに貢献して

います。今後も、本市を訪れる誰もが安心して楽しめる、魅力ある繁華街の実現を目指します。

 

建築都市局 建築指導課 ＴＥＬ：５８２－２５３１ 

 

建築都市局 空き家活用推進課  ＴＥＬ：５８２－２７７７ 

補助制度チラシ 

建築都市局 都市計画課 ＴＥＬ：５８２－２４５１ 独自 

建築都市局 建築指導課 ＴＥＬ：５８２－２５３１ 

市民文化スポーツ局  安全・安心推進課 ＴＥＬ：５８２－２９１１ 

総務企画課     企画係       ＴＥＬ：５８２－３３３５ 


