
アプリとWEBサイト
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※アプリ、WEB サイトの情報は 2020 年３月末時点
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▶ 主な スマートフォンアプリ QR コードでダウンロード！
おも

▶ 主な WEB サイト パソコンでも、スマホでも！
おも

goo 防災アプリ
ぼう  さい  

防災・災害に関する情報や避難所の検索

ができる防災アプリです。
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ダウンロード
はこちら▶▶

Safety tips

i OS Android

APP

ダウンロード
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日本の災害情報を知るのに便利な

アプリです。
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Japan Official Travel App

APP

ダウンロード
はこちら▶▶ i OS Android

日本観光に便利なアプリ。災害時にも使

えます。
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https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/

en/special/staysafe/

https://www.jma.go.jp/jma/

kokusai/multi.html 

Stay Safe with 
NHK WORLD-JAPAN気象庁　災害情報
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NHK のニュースを発信。地震・津波の

緊急情報もお知らせします。
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台風・大雨・大雪のとき

噴火のとき

Safety Assistance > Emergency Shelters

Japan Official Travel App

Safety tips

コミュニケーションカード
Safety tips

https://www.japan.travel/en/news/JapanSafeTravel/

 Japan Safe Travel Information

Safety Assistance >

 Weather Warnings

Japan Official Travel App

困ったとき・安全な場所に移動したいとき

Safety Assistance > 
Earthquakes

Japan Official Travel App

Safety Assistance >
 Volcanic Warnings

Japan Official Travel App

Safety Assistance > 
Communication Cards

Japan Official Travel App
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②安全な場所へ移動します
あん  ぜん ば     しょ い　 どう

情報が確認しやすい WEB サイト・アプリ
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地震・津波のとき
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気象庁
きしょうちょう

気象庁
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噴火警報

Safety tips

ふん   か   けい  ほう

危険度分布：土砂災害・浸水害・洪水
き   けん   ど   ぶん   ぷ ど  しゃ  さい  がい しん すい がい こう ずい

避難指示等 > 避難所情報 

Safety tips
ひ   なん し     じ   など ひ   なん  じょじょうほう

気象警報

避難指示等

きしょう けい ほう

ひ  なん し     じ   など
気象警報・注意報

雨雲の動き

きしょう けい  ほう ちゅう い   ほう

あまぐも うご

地震情報

Safety tips
じ  しんじょうほう

●噴火の情報
ふん   か じょうほう

●地震・津波の情報

　（海で大きな地震があったときは津波に注意しましょう）
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①災害の情報を調べます　
さい     がい じょう  ほう しら

●土砂災害・浸水害・洪水の危険度 
ど    しゃ   さい  がい こう  ずいしん  すい  がい き     けん    ど

●避難所　
ひ    なん じょ

●電車・交通
でん  しゃ こう   つう

●日本語で助けを求めたい
に     ほん    ご たす もと

●風・雨・雪の情報
かぜ あめ ゆき じょう ほう

地震情報
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気象庁
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津波警報・注意報
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噴火警報・予報
ふん  か    けい  ほう よ    ほう

災害がおこったら！
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Safety tips   災害情報
さいがいじょうほう

iOS AndroidAPP

ダウンロード
はこちら▶▶

Japan Official Travel App

https://www.jnto.go.jp/smartapp/eng/about.html

iOS

AndroidAPP

ダウンロード
はこちら▶▶
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「全国避難所ガイド」アプリへ移動します 

気象庁

災害情報 WEB サイト

https://www.data.jma.go.jp/
multi/index.html?lang=jp
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