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早めの情報確認で、	
台風の防災対策を!

　9月は台風シーズンです。昨年の「令和元年東日
本台風」による災害など、台風による大きな被害の
報告が多くなってきています。このコーナーでは台
風による被害を防止・軽減するためにも、台風情報
を有効に活用する大切さをご案内していきます。

Q．	昨年は令和元年東日本台風をはじめとする暴風	
・豪雨災害が全国各地で発生しました。また本
年７月の記録的豪雨は、九州を中心に大きな被
害をもたらしています。これから台風が多くな
る季節を迎えますが、私たちはどのような	
対策をとっていけば良いのでしょうか？
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A．	 まずは台風情報を有効に活用し、防災対策に
つなげましょう。気象庁は令和２年９月から、
24時間以内に台風に発達すると予想される熱
帯低気圧について、５日先までの予報を開始し
ています。従来は、熱帯低気圧の段階では１日
先までの予報しかなく、その先で日本に接近す
るかどうかが分かりませんでした。この５日先
までの予報を開始したことで今後は、日本のど
こにどのような強さで接近するのか早めに知る
ことが出来るようになります。

	 今後の台風の見通しを聞いて、お住まいの地域
に台風が接近する可能性がある場合は、風に飛
ばされそうなものを固定し、非常用品の確認や
水の確保をしておくなど、早めに備えをしてお
きましょう。



33

Q．	台風や大雨による被害を受けそうな地域の方は、
どう対策をしておけば良いですか？

A．	 ご自宅や通勤・通学経路上などの身近な場所
に、洪水や土砂災害、高潮などにより命に危険
が及ぶ場所がないかを、地元市町村が作成する
ハザードマップを参考に日頃から確認し、避難
場所や連絡方法なども合わせて確認しておきま
しょう。

Q．どのタイミングで避難するのが	
良いのでしょうか？

A．	 洪水や土砂災害、高潮などにより命に危険が及
ぶ場所からは、台風が接近し家の外に出られな
くなる前に避難することが大切です。



34

	 避難行動が必要となるタイミング（判断基準）

	 ◉災害の危険性が高まると…
•���警戒レベル３「避難準備・高齢者等避難開始」
発令（市町村）
•�「大雨警報」など発信（気象台など）

	 →	高齢者や障害のある方など避難に時間がかか
る方は避難！

	 ◉	災害がいますぐ起きるかもしれない危険な状
況になると…
•��警戒レベル４「避難勧告」など発令（市町村）
•��「土砂災害警戒情報」など発信（気象台など）

	 →	危険な場所にいるすべての人がすぐに避難！

	 ◉	何らかの災害がすでに発生している可能性が
極めて高い状況では…
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•����警戒レベル５相当「大雨特別警報」など発信
（気象台など）

	 →	命を守るために最善を尽くさなければならな
い状況。

	 このように段階的に発表される気象情報や注意
報・警報を確認し、「避難勧告」が出されるま
えから移動できる心構えでいることが必要です。

	 ほかにも、短時間で非常に多くの雨が降ると、
情報が出る前に、災害がおきることがあります。
危険を感じたら、情報を待つことなく、まず、
身の安全を確保するようにして下さい。避難所
へ向かうことにこだわらず、川や崖から少しで
も離れた頑丈な建物の上の階などに移動したり、
それも危険な場合には、崖と反対側の２階以上
の部屋に移動するなどして、少しでも命が助か
る可能性の高い行動をとることが大切です。
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Q．	避難の際には、どのような備えが必要ですか？

A．	 可能な限り、持ち出し品は少なくしてください。
水、食料品、生活用品、ラジオ、ライト、持病
の薬などをあらかじめリュックサックに詰めて
おき、いつでもすぐに持ち出せるように、決まっ
た場所に置いておきましょう。視覚障害者の
方は、白杖や視覚補助具なども忘れないように、
身近な場所に置いておくと安心です。
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　更に台風情報に関する詳しいことを知りたい方は、
気象庁公式サイトの「台風情報」のページでご覧い
ただけます。検索ワード「台風情報」で検索してみ
て下さい。

　WEBの閲覧が難しい場合は、テレフォンサービ
ス等をご利用ください。警報や注意報については、
聞きたい町の市外局番＋177でご利用いただけま
す。台風の進路などを知りたい場合は、平日の日
中であれば最寄りの気象台へ、土曜、日曜、祝日
の９時から17時の間であれば気象庁の天気相談所
（03-3214-0218）へお電話ください。

　なお、台風情報に関するご意見やお問合せは、

気象庁予報部予報課アジア太平洋気象防災センター
電話：代表番号�03-3212-8341�へどうぞ。
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身近で、利用しやすく、	
頼りがいのある司法を	
	～今、法テラスで相談できること～

　私たちが何かトラブルに巻き込まれた時。解決す
る方法がわからなかったり、相談したくても、ど
こに相談すれば良いかわからなかったりしたら？
そんな時は悩まずに法テラスに相談してみませんか。
法的トラブル解決への道案内をしてくれます。

Q.	 法テラスってどんなところ？

A．	 法テラスは日本司法支援センターの通称です。
日本中どこでも誰でも、法的トラブル解決のた
めの情報やサービスを受けられるようにしよう
と、国によって設立されました。
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Q.	 どのようなサービスが受けられるのですか？

A．	 法テラスで受けられる主なサービスは次のとお
りです。

【情報提供サービス】
	 法制度や手続の情報、どこに相談すればいいか
といった窓口の情報などを、電話やメールなどで、
無料でご案内します。

【民事法律扶助サービス】
	 経済的に余裕のない方が法的トラブルにあった
とき、弁護士・司法書士による無料の法律相談
や、弁護士・司法書士費用の立替えなどの援助
をおこないます。

	 利用にあたっては、収入や資産が一定額以下で
あるなどの要件を満たす必要があるので、詳し
くはお問い合わせ下さい。
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Q.	 どのような法的トラブルが相談できますか？

A．	 法によって解決できるトラブルであれば、様々
な問題に対応できます。現在お困りの問題が法
的トラブルかどうかわからない方も、お気軽に
お問い合わせください。

	 よくある相談例	

	 •			多重債務や知人とのお金の貸し借りなどと
いった問題

	 •			離婚や相続といった家庭の問題

	 •			DVやストーカー、児童虐待による被害に	
関する相談

	 •			職場や学校でのいじめやハラスメントなど
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Q.	 社会情勢の変化に応じて、提供できる	
援助サービスも増えているそうですね？

A．	 平成30年1月からは、認知機能が十分でない
高齢者や障害者の方などを対象に、新たな出張
法律相談の制度ができました。自分で法律相談
を受けに行くことが難しい場合、福祉機関など
支援者から連絡をいただくと、弁護士や司法書
士をご自宅や福祉施設などへ派遣し、支援者の
皆さまと連携して法律相談を実施するという制
度です。

　	 併せて、DV、ストーカー、児童虐待の被害を
現に受けている方に対し、必要な法律相談を行
う制度もできました。

	 これらの制度は、収入や預貯金に関わらずご利
用いただけますが、一定以上の資産等をお持ち
の方は相談料をご負担いただきます。
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Q.	 大規模災害などが発生すると、	
災害に関わる法的トラブルも多いですよね？

A．	 大規模災害が発生した際には、被災された方に、
収入や資産の要件を問わない無料法律相談など
を実施しています。

	 令和２年７月時点では、東日本大震災、令和元
年東日本台風、令和２年７月豪雨の被災者の方
に、被災者専用フリーダイヤルを用意している
ほか、生活の再建に向けた無料法律相談を実
施しています。こうした援助措置は期間限定に
なっています。ご相談をご希望の方はお早めに
お電話ください。

	 被災者専用フリーダイヤル
	 0120－078309（おなやみレスキュー）
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Q.	 新型コロナウイルスの影響による	
法的トラブルについても相談できますか？	

A．	 はい。法テラスの公式サイトでは、新型コロ
ナウイルス感染症に関する特設ページを開設し、
よくある相談に関するQ&Aなど役立つ情報を
提供しています。また、感染予防対策として、
電話での法律相談ができる場合もあります。

	 サポートダイヤルやメールでお気軽にお問合せ
ください。
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　法的トラブルで悩んだときは、法テラスにお気軽
にご連絡ください。法律相談は「援助申込書」を記
入する必要がありますが、ご希望の場合は、法テラ
スの職員が代筆のお手伝いを致します。

お電話でのお問合せ
	 法テラス・サポートダイヤル
0570－078374（おなやみなし）
（受付時間：平日9時〜21時、土曜日9時〜17時）

メールでのお問合せ
	 法テラス公式サイトのWEBフォームからどうぞ。
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誰もが移動しやすい	
社会の実現を目指して		
～バリアフリー・ナビプロジェクト～

　目の不自由な人、車いすの利用者、ベビーカー
を押す人、観光で日本を訪れた外国人や一般の買
い物客。みんなが快適に街歩きを楽しめるように
したい――誰もが円滑に移動できる社会の実現を
目指して、様々なICTを活用した歩行者移動支援
サービス普及のための取組が進められています。

　この先もどんどん広がっていってほしいバリア	
フリー・ナビプロジェクトの取組についてお知らせ
します。
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Q.	 ICTを活用した歩行者移動支援の普及促進を
目指す取組～バリアフリー・ナビプロジェクト～
とは、どのような施策ですか？

A．	 例えば、バリアフリー・ナビプロジェクトが目
指すサービスのモデルケースの一つに「インク
ルーシブ・ナビ」というアプリケーションがあ
ります。東京・日本橋室町地区で提供されてい
る音声ナビゲーションですが、これは一般歩行
者には最短コースを、車いす利用者には階段や
段差を避けたルートを、視覚障害者には周囲の
状況や曲がるタイミング、エレベーターのボタ
ン位置など詳細情報を、スマートフォンの地図
と音声でリアルタイムに案内してくれます。

	 このアプリのように、個人の身体的な状況やニー
ズに合わせて移動を支援する情報が提供される
と便利ですよね。
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	 こうした歩行者移動支援サービスが普及するた
めの環境をつくろうという取組全般がバリアフ
リー・ナビプロジェクトです。

Q.	 歩行者移動の支援サービスが普及する環境を	
つくるために、具体的にどのような取組が	
行われてきたのですか？

A．	 こうしたアプリを作るためには、移動するルー
トの情報が大量に必要になります。例えば、傾
斜や段差、道幅、視覚障害者誘導用ブロック等
の有無や周辺の設備の状況といった様々なもの
です。これまで、そういった情報は、データ
化されていなかったり、されていても、自治体、
交通事業者、民間企業などが、それぞれ独自に
各種のデータを持っているという状況でした。

	 そこで、国土交通省では、その情報を集めて共
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有できるように、ガイドラインを作成しました。
そして、オープンデータのサイトを開設して、
それを誰もが自由に使えるようにしました。

	 サービス提供に必要な膨大な情報を、みんなで
集めて共有できる環境を整備したのです。

Q.	 どのような効果を期待して、情報の共有化や	
公開がされているのですか？

A．	 情報を誰もが自由に利用できるようになると、
新しいサービスを提供しようとする民間の企業
や個人が参入しやすくなります。

	 すべてを国や自治体が行うのではなく、企業や
個人の力も合わせることで、新たな移動支援
ツールの開発が進み、快適な移動の実現に近づ
くことが期待されます。
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Q.	 実際に情報を集めることに協力しようと	
思った時は、どうすればいいのですか？

A．	 国土交通省のホームページでは、ガイドライン
等のマニュアルが公開されていて、データ整備
を支援するツールも利用できます。これを利用
すると、誰でも簡単に協力することができます。

	 実際に、昨年、日本で開催されたラグビーワー
ルドカップの時には会場周辺の情報収集、デー
タベース化に多くのボランティアの方が協力し
てくれました。このように、すでにプロジェク
トに参加している方も大勢います。

	 いろいろな場所で多くの人が協力すると、より
多くの情報が得られます。それは歩行者移動支
援サービスの充実、そしてより住みやすい社会
につながっていきます。
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	 必要な情報は日々更新されていきますし、国や
自治体の力だけでは成立しません。皆さんの協
力あってこそバリアフリー・ナビプロジェクト
を広げることができるのです。

　ユニバーサルな社会の実現に向けて、国土交通省
のホームページでは、多くの情報が公開されています。
興味がある方はぜひ「バリアフリー・ナビプロジェ
クト」で検索してみて下さい。
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地球温暖化対策のための賢い選択		
「COOL	CHOICE（クールチョイス）」
を知ろう!

　深刻化している地球温暖化。ここ数十年の気候変
動は、人間の生活や自然の生態系にさまざまな影響
を与えています。そうした状況の中、地球温暖化対
策のための脱炭素化社会に向けた動きは世界的にも
スタンダードになりつつあり、日本においても、地
球を暖める働きがある温室効果ガスの排出量を削減
するという目標達成に向けて「COOL	CHOICE」
が展開されています。

　みんなで取り組む地球温暖化対策	
「COOL	CHOICE」についてご紹介します。
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Q．	ラジオなどで「COOL	CHOICE」という	
キーワードを聞いたことがあります。	
どのような取組ですか？

A．	「COOL	CHOICE」は、地球温暖化対策のた
めの取組です。

	 我が国は、地球温暖化への対策として、2030
年度に温室効果ガスの排出量を2013年度か
ら26％削減する目標を掲げています。この目
標達成のためには、家庭部門では約40％の温
室効果ガス削減が必要で、日々の生活の中での
省エネが重要です。そこで、脱炭素社会づくり
に貢献する「製品への買換え」、「サービスの利
用」、「ライフスタイルの選択」など、地球温暖
化対策に役立つあらゆる「賢い選択」をしてい
こうという取組が「COOL	CHOICE」です。
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Q．	地球温暖化の影響は、近年日本でもゲリラ豪雨
や猛烈な台風の発生による災害の増加から、	
とても身近に感じています。

A．	 今後もそうした気候変動による災害リスクが高
まることが予測されており、「防災」という観
点からも脱炭素化へのシフト、温室効果ガス
の排出量を減らすことが重要です。そのため
にも、政府は、地球温暖化対策として「COOL	
CHOICE」の取組を広く推進しているのです。
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Q．では、私たちのライフスタイルに合わせて	
取り組める「COOL	CHOICE」を	
教えて下さい。

A．	 まず、古い家電を省エネ性能の高い新しい機種
に買い替えて、省エネと電気代節約を促す“５
つ星家電買換えキャンペーン”があります。ま
た、高断熱・高気密な住宅にすることで冷暖房
費の大幅カットと健康で快適な生活を提供する
“エコ住キャンペーン”などがあります。他にも、
家庭からのCO2排出量の約14％を占めるもの
が“給湯”なので、節水シャワーヘッドを使用し、
食器を洗う際にはお水を使うというのも「賢い
選択」ですね。
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Q．	日々の生活の中で光熱費や水道代も	
節約できると、助かりますね。

A．	 さらに、電気自動車や燃料電池自動車などのエ
コカーを選んで得をする、“チョイス！エコカー
キャンペーン”などもあります。

	 エコカーとは、排出ガス性能や燃費性能に優れ
た環境負荷の少ない「次世代自動車」のことで
す。このエコカーを選んで乗ることで「エコカー
減税」として自動車税などが減免され、さら
に、低燃費で燃料代も節約できて経済的におト
クな上に、地球にもやさしいという、COOL	
CHOICEになります。

	 また、マイカーを保有するのではなく、カーシェ
アなどを利用するという選択もあります。さら
に自動車から鉄道やバスなどの公共交通機関に
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変更すれば、移動にかかるCO2排出量をより
抑えることができますよ。

Q．他にも、私たちが今すぐ取り組める	
「COOL	CHOICE」はありますか？

A．	 宅配便の再配達をなくして、排出されるCO2

を削減する“宅配便できるだけ１回で受け取り
ませんかキャンペーン”、さらに、快適な生活
を送るための提案の一つとして既に社会に浸透
しているクールビズ、ウォームビズなどがあり
ます。
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　「COOL	CHOICE」は、無理なく楽しく取り組
めるものがたくさんあり、地球温暖化を食い止め
るだけでなく、私たちの生活を快適に、豊かにす
るものでもあります。地球温暖化対策は一人ひと
りの取組が大切です。地球の未来のために「COOL	
CHOICE」で、今できることから始めてみませんか？

　環境省のホームページでも、「COOL	CHOICE」
の各種取組について、詳しくご案内しています。
「COOL	CHOICE　環境省」で検索してみてくだ
さい。



この広報誌は、「政府広報オンライン」でも
お知らせしています。

また、音声によるご案内もしています。

●政府広報オンライン●
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