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これまで高知県では、昭和47年の繁藤災害を
はじめ、平成10年の高知豪雨災害、平成30年の
宿毛市豪雨災害等、数々の雨に伴う大規模な災
害に見舞われてきました。宿毛市豪雨（平成30年）

私たちは、日頃からこうした起こりうる自
然災害に備え、それぞれの命を守るために何
をするべきなのか、地域や家族と一緒に考え
て、行動することが大切だよね!

高知豪雨（平成10年） 繁藤災害（昭和47年）
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風水害を「知る」ことで
自分や家族の命を守る

知恵を身に付けることができます！

風水害とは、暴風、竜巻、豪雪、
洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地滑
り、その他の異常な自然現象が原因
により生ずる被害（政令で定める原
因により生ずる被害）を言います。



風水害を知る（その１）
近年の日本各地で発生した風水害に
よって多くの人命が奪われた！

また、高知県でも、平成30
年の豪雨災害によって３人の
尊い人命が失われました・・

平成26年の広島市における土砂災害で
74人、平成29年の九州北部豪雨では39人、
平成30年の西日本豪雨では221人の方が
お亡くなりになりました。(警察庁公表）



風水害を知る（その２）
風水害で危険をもたらすもの

（危険因子）とは！

私たちが、日頃、自然の恵みを受けて
いる「雨」「風」「土」などが、風水害
で人の生命や身体に危険をもたらすんだ。

自然の恩恵を受けている反
面、時には人の命を簡単に奪
うってことも忘れてはいけな
いよね！



風水害を知る（その３）
危険因子によって人命を
脅かすケースとは？

大雨が続けば⇒河川氾濫、土砂災害、浸水害が発生
台風が近付けば⇒雨量が増し河川氾濫、暴風によって転倒、

建物等の飛散物が衝突して負傷
竜巻や落雷が発生すれば⇒暴風に伴う直接・間接的な被害、

落雷に伴う直接・間接的な被害

それぞれの風水害によってどんな被害
が地域にもたらされるのか、イメージす
ることが大切よね！



風水害による予防策を知る（その４）
『河川氾濫』

家の近くにある河川の水位状況や、その地域にお
ける雨量の状況を知ることにより、現在の危険度が
どうなのかを判断することができるよね！

水位状況が確認できます。 雨量状況が確認できます。

※ 詳しくは、『高知 防災』 で検索



風水害による予防策を知る（その５）
『土砂災害』

雨が降り続けば土砂災害を意識することが大切
なんだ！特に土砂災害の前兆として、小石がバラ
バラと落ちたり、斜面にひび割れ、地鳴りがした
り、焦げ臭い、土臭い、腐った土の臭いがするな
どの現象が確認できれば危険なサインとして捉え、
すぐに避難することが大切なんだ。

※ 自宅周辺等における土砂災害危険箇所を知る⇒『高知 防災マップ』で検索

土砂災害危険箇所が確認できます。



風水害による予防策を知る（その６）
『台風』

台風本体の影響を受ける場合はもちろんのこと、
台風の進路から遠く離れていても、前線の活動に
より、早い時期から大雨や突風をもたらすことも
あるから油断は禁物だよ。
自宅周辺の飛散物となる可能性のある物を固定

するほか、最新の情報を確認しながら、台風接近
を見据えた早めの避難が大切だよね。

特に避難行動に労力が大きいとされる要配慮
者（高齢者、乳幼児、外国人、障害・介護者）
の方は、付近の人と早めに避難することが大切
よね。



風水害による予防策を知る（その７）
『突風【竜巻】』

大規模な突風被害が発生する気象条件が整えば、気象台か
ら「竜巻注意情報」というのが発表されるんだ。この情報は、
１時間毎の延長があって、竜巻の発生確率は１％から高いも
のだと14％程度とされているよ。
この情報が発表されたとき、室内にいれば窓のカーテンを

閉めて窓から離れて身を守り、室外にいれば、堅牢な建物の
物陰に入って身を守ることが大切なんだ。逆に物置やプレハ
ブ、電柱や樹木などの側は飛散したり倒壊する危険があるの
で近付かないことが大切なんだ！

竜巻の発生する前兆現象には、真っ黒い雲が近付く、雷
鳴・雷光を見聞きする、冷たい風が急に吹く、大粒の雨や
「ひょう」が降ることがあるよ。これがあればすぐに避難
のサインね！

←竜巻の発生確度を知る『気象庁 レーダーナウキャスト』で検索



風水害による予防策を知る（その８）
『高潮』

高潮とは、台風や強い低気圧などに伴い、気圧が下降し海
面が吸い上げられる効果と強い海水が海岸に吹き寄せられる
効果のために、海面が異常に上昇する現象なんだ。通常の波
と異なり、波全体のボリュームが桁違いに増すので、一旦、
浸水が始まると低地はすぐに浸水被害が拡大するんだよ。
平成16年８月30日に、台風第16号が西日本を縦断したとき

には、瀬戸内海沿岸で高潮が発生し、広島、岡山、香川県で
は、大きな浸水被害が発生したんだ。

また、この時は、一年を通じて最も潮位の高い季節の、
しかも大潮の時期と満潮の時間帯が重なったことで大きな
被害につながったのよね。
満潮時は、特に注意する必要があるわね。



風水害による予防策を知る（その９）
『雷』

雷の発生メカニズムは、雲の中の重い氷の粒と高い空に
向かって上昇する氷の粒がぶつかり合って静電気が発生し、
その電気が雲でためられなくなったときに地面に向かって
逃がそうとするのが落雷なんだ。
雷光後、すぐに雷鳴があれば、雷雲は近くにいるので、

落雷から身を守るため、堅牢な建物の物陰に入ろう。雷は
高い場所へ落ちる特性があって、木の下へ避難していて落
雷によって亡くなった例も多くあるんだよ。安全だと誤っ
た認識で木の下へ避難しないように注意しよう。

とにかく、積乱雲（黒い雲）は突風や落雷をもたらすこ
とを認識して、こうした雲が近付けば速やかに避難するこ
とが大切なのね。

←雷の発生確度を知る『気象庁 レーダーナウキャスト』で検索



風水害による予防策を知る（その10）

『気象情報』

気象情報の警戒レベルを知って、自分が置かれている危険
度を知るってことは大切よね。

警戒
レベ
ル

避難指示（緊急）、避難勧告
速やかに指定避難所へ避難してくださ
い！
災害による被害が予想され、人的被害が発生する恐れ
が高まった場合や、さらに状況が悪化し、被害の危険
性が非常に高まった場合に発表する。

避難準備・高齢者等避難開始
避難に時間を要する人(ご高齢の方、障害のある方、乳

幼児等)とその支援者は避難を開始して下さい。

台風の場合：暴風域に入る数時間前に発表
大雨の場合：数時間前から２時間前に発表

気象庁等からの防災情報とその準備

大雨特別警報→数十年に一度のこれまでに経験したこと
のないような重大な危険が差し迫った異常な状況

自治体からの防災情報と命を守る行動

５

４

３

２

１

災害が既に発生！！
命を守る最善の行動をとってください！

危険度分布
（非常に危険、うす紫）
氾濫危険情報
土砂災害警戒情報

大雨警報（土砂災害）

洪水警報
危険度分布（警戒、赤）
氾濫警戒情報

大雨注意報、洪水注意報、危険度分布（注意、黄）

警報級の大雨が降る恐れがあるとの予報

避難行動の準備（避難先やルート確認）をしてくださ
い！

最新の気象情報を確認し、災害への心構えを高めてくだ
さい！

警戒レベル３以上→命の危険が高まっています！一人一人が命を守るための判断と行動を起こしてください！

（土砂災害）
（浸水
害）

（洪水）
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風水害を知り「動く」ことで
自分や家族の命を守る
ことができます！

風水害によって、実際に命を落とした方のほとん
どは、避難勧告や避難指示が発令中に、不要不急な
外出をしていたことや避難場所へ避難していなかっ
たことなどが確認されています。
そこで、今一度、考えてみてください。風水害が

迫っている最中に、あなた（あなたの周囲の人）の
今の行動は命より大切ですか？と自問（止めるよう
促す）してみてください。



風水害で動く（その１）
命を守るために、空振りを恐れずに

逃げること

まずは、空振りを恐れずに自らが率先
避難することが大切ということね。
そして日頃から周りに避難行動が難し

い人とも避難について一緒に考えておく
ことが大切よね。

過去の大災害時においても、自助、共助により多くの命が
守られたんだ。公的機関が助けてくれるだろうという甘い考
えでは、災害時に自らや周りの人の命は守れないよ。
また「せっかく避難したのに結局何もなかった」ではなく

「災害に遭わなくて良かった」と思うことが何より大切なん
だ！ 災害に強い人、強い地域になってもらいたいよね！



風水害で動く（その２）

命を守る安全な避難（いつ）

平成28年の台風10号による被害では、岩手県岩泉町で、
高齢者等に避難を呼びかける「避難準備情報（以前の情
報発信名称）」が正確に伝わらず、高齢者施設入所中の
９人が河川の氾濫により亡くなったの。
これを踏まえて内閣府は名称を変更したのよ。

災害が迫った中で、いつ避難するかと言うことは、非常に
重要だよね。避難のタイミングを誤れば、それこそ怪我や命
を落とす危険性だってあるんだ。早め早めの行動が原則だよ。
例えば、自治体から避難準備・高齢者等避難開始情報が発

令された時点で、避難行動に時間が必要となる高齢者、障害
者、乳幼児等やその支援者は避難を開始しようね。



風水害で動く（その３）

命を守る安全な避難（どこへ）

避難時には、まずは安全な道を選択することが大切よね。避難しよ
うとして怪我なんかすれば、元も子もないものね。
また、避難行動が遅れて屋外に出て避難すれば命の危険性が伴う場

合は、屋外に出ずに垂直避難（１階から２階へ移動）や山側（土砂）
等から離れた建物内のより安全な場所に避難することも避難方法のひ
とつだということも知っておいてね。

避難は、自治体等が開設する自宅から近い指定避難所へ避
難し（させ）よう！
『指定避難所』は各自治体が定めているんだ。
事前に確認して、風水害の危険が迫った時には、自治体か

らあなたの携帯電話へ避難先情報等の緊急速報メールでお知
らせする場合があるので、メール内容を確認して速やかに指
定避難所へ避難することが大切だよね！



風水害で動く（その４）

命を守る安全な避難（どうやって）

やっぱり昔からあるご近所付き合いが日頃から大切ということね。
また、防災訓練やイベント等へ大勢の方が積極的に参加することに

よって、周囲の人を知り、顔の見える関係づくりをすることが、いざ
という時にお互いの命を守れる対策につながるのよね。

一人での避難行動は極力、避けて下さ
い！避難行動は、親類やご近所の方と一緒
に行うことがお互いの命を守る上でも必要
なことだよ。



風水害で動く（その５）

災害弱者を守る避難（どうやって）

災害発生時には、１人でも人的被害を発生させないとの強い意志の下
に地域住民と関係機関が連携して命を守る対策を進めることが大切よね。
そして、こうした方が決して避難放棄者にならないように地域で行わ

れる防災訓練等へ参加することに周囲が働きかけを行い、皆で協力して
一緒に逃げるんだという気風を醸成することがなにより大切だと思うわ。

特に避難行動要支援者（生活の基盤が自宅にあっ
て、災害時に自ら避難することが著しく困難な方）
は、避難を支援する人の力が大事なんだ。
こうしたことも地域全体で考え、自然な形で速や

かな避難につながるよう個別避難計画に基づいた避
難の取組を本番に備え準備することが大切だよね。
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風水害への対応を「伝える」ことで
家族等に安心感を与え将来の子孫の

命を守ることができます！

過去、大きな風水害によって、人命が失われた災
害は、記録として古文書や史跡等によって脈々と後
世に伝えられてきました。
それは、取りも直さず未来の子孫や後世の人達に

同じ境遇に陥ってもらいたくないという先人の切な
る思いだったに他なりません。
そして、私達には伝えていく（リレー）責任があ

るのです。



風水害の対応を伝える（その１）

安否を家族や知人に伝えること

安否を伝えることができれば、大切な家族など
にそれ以上心配を掛けることはなくなるし、その
人も安心するものね。次は、災害用伝言ダイヤル
等の使用方法について紹介するわ。

これまで大きな災害時には、電話がつながらず、大切な人
に安否を伝えることができず心配を掛けることがあったんだ。
しかし、「災害用伝言ダイヤル」や「災害用伝言板」を使

えば、自分の安否を確実に大切な人に伝えることができるの
で、日頃からその使用方法や、大切な人に伝言をすることな
どについて伝えておく必要があるよ。



日本国内で震度６弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に通信事業者が、電子掲

示板を設置し、災害時の安否確認に活用してもらうことを目的に運用しているものです。

※ 携帯電話、スマートフォンで利用することができます！

日本国内で震度６弱以上の地震など、大規模災害が発生した場合に通信事業者が、音声で

伝言内容を登録し、相手方へ連絡事項を伝えるため利用するものです。

※ 全ての電話機で利用することができます！

災害用伝言ダイヤルと災害用伝言板

災害用伝言ダイヤルとは・・・

災害用伝言板とは・・・

もし、使うのが苦手な人は、
「地震があったときには、県外の○○さんに電話して、自分は大丈夫だよとい
うことを伝えよう！」
と、家族で決めておくのも一つの方法だよ！また、災害発生時に備え、普段で
も毎月１日、15日に体験利用ができるよ。
このほか、正月三が日や『防災週間』『防災とボランティア週間』にも利用

できるんだ！



スマートフォン

にダイヤル

電話がつながらない、メールも送れないときに利用するんだ！

録音(30秒以内)内容は48時間で消去されることもおぼえておいてね！

災害用伝言ダイヤルの利用方法

携帯電話

安否を知らせ

たいときは

固定電話の

番号で登録 録音
１７１

安否を知り

たいときは

確認したい電話

番号を入力 再生

１

２

ろくおん

さいせい

けいたいでんわ

固定電話
こていでんわ

公衆電話
こうしゅうでんわ

１７１



災害用伝言板

安否情報の登
録・確認ができ
ます。

登録

確認

削除

自動Eメール送
信設定

サービス概要

安否情報登録

■状態

● 無事です

● 自宅にいます

● 被害があります

● 避難所にいま
す

■コメント入力

安否情報確認

安否情報を確認
したい方の電話
番号を入力して
ください。

災害伝言板トップ
こちらは皆無事です。

避難所にいます。

災害用伝言板の利用方法

携帯電話

スマートフォン

携帯電話会社によって画面が少しちがうから気をつけるんだよ！

災害用伝言板は携帯電話とスマートフォンで利用できるよ！

初期画面は 自分が登録するとき
相手方の登録内容を

確認する場合は？

【ドコモ】
ｉ menu
【au】
ezweb
【ソフトバンク】
yahooケータイ

伝言板アプリを
ダウンロード



風水害の対応を伝える（その２）

災害記録の教訓を後世に伝えること

特に、西南豪雨の時には、高知県西南地域で短期
間に急激な雨が降り、多くの物的被害が発生したも
のの、死者、行方不明者は０（ゼロ）だったの。
この災害では、地域のつながりが最も大切だとい

うことを教えてくれたのよ（自助、共助の大切さ）。

昔に比べて、現代は様々なもので災害記録として残されてい
るよ。高知県では、98豪雨（平成10年）や西南豪雨（平成13
年）、西日本豪雨（平成30年）の記録等が写真や映像で残され
ているんだ。その時どんな状況で、どんなことが大変だったの
かなど、後世に語り継ぐことは数多くあるよ。

政府インターネットテレビ『自然災害記録（風水害編）』（約18分）で視聴できます。



警察
高知県警察本部 ０８８－８２６－０１１０ 高知市丸ノ内２－４－３０

1 高知警察署 ０８８－８２２－０１１０ 高知市北本町１－９－２０

2 高知南警察署 ０８８－８３４－０１１０ 高知市桟橋通４－１５－１１

3
高知東警察署 ０８８－８６６－０１１０ 高知市大津乙８０７－１

本山警察庁舎 ０８８７－７６－０１１０ 長岡郡本山町本山８５０－１

4 室戸警察署 ０８８７－２２－０１１０ 室戸市室戸岬町５５２３－１

5 安芸警察署 ０８８７－３４－０１１０ 安芸市矢ノ丸２－９－２

6

南国警察署 ０８８－８６３－０１１０ 南国市大埇乙７９９－１

香南警察庁舎 ０８８７－５５－０１１０ 香南市赤岡町１３７５

香美警察庁舎 ０８８７－５２－０１１０ 香美市土佐山田町栄町１２－２

7
土佐警察署 ０８８－８５２－０１１０ 土佐市高岡町甲１８４２－１

いの警察庁舎 ０８８－８９３－１２３４ 吾川郡いの町１２９０－４

8 佐川警察署 ０８８９－２２－０１１０ 高岡郡佐川町丙３５５５

9 須崎警察署 ０８８９－４２－０１１０ 須崎市山手町１－８

10 窪川警察署 ０８８０－２２－０１１０ 高岡郡四万十町榊山町４－１９

11
中村警察署 ０８８０－３４－０１１０ 四万十市右山２０３４－１７

清水警察庁舎 ０８８０－８２－０１１０ 土佐清水市幸町３－５

12 宿毛警察署 ０８８０－６３－０１１０ 宿毛市幸町７－５４



行政機関

県
高知県庁 ０８８－８２３－１１１１高知市丸ノ内１－２－２０

市町村
1 高知市役所 ０８８－８２２－８１１１高知市本町５－１－４５ 18 土佐町役場 ０８８７－８２－０４８０ 土佐町土居１９４

2 室戸市役所 ０８８７－２２－１１１１室戸市浮津２５－１ 19 いの町役場 ０８８－８９３－１１１１ いの町いの１７００－１

3 安芸市役所 ０８８７－３４－１１１１安芸市矢ノ丸１－４－４０ 20 仁淀川町役場 ０８８９－３５－０１１１ 仁淀川町大崎２００

4 香南市役所 ０８８７－５６－０５１１香南市野市町西野２７０６ 21 佐川町役場 ０８８９－２２－１１１１ 佐川町甲１６５０－２

5 南国市役所 ０８８－８６３－２１１１南国市大埇甲２３０１ 22 越知町役場 ０８８９－２６－１１１１ 越知町越知甲１９７０

6 香美市役所 ０８８７－５３－３１１１香美市土佐山田町宝町１－２－１ 23 中土佐町役場 ０８８９－５２－２２１１ 中土佐町久礼６６０２－２

7 土佐市役所 ０８８－８５２－１１１１土佐市高岡甲２０１７－１ 24 津野町役場 ０８８９－５５－２３１１ 津野町永野４７１－１

8 須崎市役所 ０８８９－４２－２３１１須崎市山手町１－７ 25 梼原町役場 ０８８９－６５－１１１１梼原町梼原１４４４－１

9 四万十市役所 ０８８０－３４－１１１１四万十市中村大橋通４－１０ 26 四万十町役場 ０８８０－２２－３１１１ 四万十町琴平町１６－１７

10 土佐清水市役所 ０８８０－８２－１１１１土佐清水市天神１１－２ 27 黒潮町役場 ０８８０－４３－２１１１ 黒潮町入野５８９３

11 宿毛市役所 ０８８０－６３－１１１１宿毛市桜町２－１ 28 大月町役場 ０８８０－７３－１１１１ 大月町弘見２２３０

12 東洋町役場 ０８８７－２９－３１１１東洋町生見７５８－３ 29 北川村役場 ０８８７－３２－１２１２ 北川村野友甲１５３０

13 奈半利町役場 ０８８７－３８－４０１１奈半利町乙１６５９－１ 30 馬路村役場 ０８８７－４４－２１１１ 馬路村馬路４４３

14 田野町役場 ０８８７－３８－２８１１田野町１８２８－５ 31 芸西村役場 ０８８７－３３－２１１１ 芸西村和食甲１２６２

15 安田町役場 ０８８７－３８－６７１１安田町安田１８５０ 32 大川村役場 ０８８７－８４－２２１１ 大川村小松２７－１

16 大豊町役場 ０８８７－７２－０４５０大豊町高須２３１ 33 日高村役場 ０８８９－２４－５１１３ 日高村本郷６１－１

17 本山町役場 ０８８７－７６－２１１３本山町本山５０４ 34 三原村役場 ０８８０－４６－２１１１ 三原村来栖野３４６



海保・消防

海上保安
高知海上保安部 ０８８－８３２－７１１３ 高知市桟橋通５－４－５５

土佐清水海上保安署 ０８８０－８２－０４６４ 土佐清水市旭町１８－４６

宿毛海上保安署 ０８８０－６５－８１１７ 宿毛市片島１０－６０－６

消防
1 高知市消防局 ０８８－８２２－８１５１ 高知市丸ノ内１－７－４５ 20 仁淀消防組合吾北分署 ０８８－８６７－２８１２ 吾川郡いの町上八川甲１８５２

2 高知市中央消防署 ０８８－８５６－９９０２ 高知市筆山町４番５号 21 仁淀消防組合日高分署 ０８８９－２４－５４１１ 高岡郡日高村本郷２００－８

3 高知市北消防署 ０８８－８０２－６０３１ 高知市秦南町１丁目４番６３－２２ 22 高吾北広域町村事務組合消防本部・高吾北消防署 ０８８９－２６－２１１１ 高岡郡越知町甲３１０５－３

4 高知市東消防署 ０８８－８６６－３１１９ 高知市高須砂地２３０－２ 23 高吾北消防署仁淀川分署 ０８８９－３５－００１７ 吾川郡仁淀川町大崎４９０－６

5 高知市南消防署 ０８８－８２１－９５６０ 高知市春野町芳原１０１５ 24 高幡消防組合消防本部・須崎消防署 ０８８９－４２－０１１９ 須崎市山手町１－７

6 室戸市消防本部・室戸市消防署 ０８８７－２２－００１４ 室戸市室津１２ 25 須崎消防署中土佐分署 ０８８９－５２－２３１９ 高岡郡中土佐町久礼６４６５－２

7 安芸市消防本部・安芸市消防署 ０８８７－３４－１２４４ 安芸市西浜１９０－１ 26 須崎消防署津野山分署 ０８８９－４０－１０９９ 高岡郡津野町北川２５８９－１

8 香南市消防本部・香南市消防署 ０８８７－５５－４１４１ 香南市赤岡町２０３２－２ 27 四万十清流消防署 ０８８０－２２－０００１ 高岡郡四万十町古市町５－１

9 香美市消防本部・香美市消防署 ０８８７－５３－４１７６ 香美市土佐山田町百石町２－３－５１ 28 四万十清流消防署西分署 ０８８０－２８－５５２５ 高岡郡四万十町津賀１７７－１２

10 香美市消防署香北分署 ０８８７－５８－３１６１ 香美市香北町蕨野１３９ 29 幡多中央消防組合消防本部・四万十消防署 ０８８０－３４－５８８１ 四万十市右山７５０－１

11 南国市消防本部・南国市消防署 ０８８－８６３－３５１１ 南国市篠原１６４－１ 30 四万十消防署西土佐分署 ０８８０－５２－１１４３ 四万十市西土佐江川崎２４４５－２

12 土佐市消防本部・土佐市消防署
０８８－８５２－０００１

土佐市蓮池９７８－１ 31 黒潮消防署 ０８８０－４４－２６００ 幡多郡黒潮町伊田２６２９－１

13 土佐市消防署宇佐分署 土佐市宇佐町宇佐１６８９－１ 32 幡多西部消防組合消防本部・宿毛消防署 ０８８０－６３－３１１１ 宿毛市和田１４１２－１

14 土佐清水市消防本部・土佐清水消防署 ０８８０－８２－８１１９ 土佐清水市以布利９８０－１４３ 33 宿毛消防署大月分署 ０８８０－７３－１３１３ 幡多郡大月町弘見２１０６－１

15 中芸広域連合消防本部・中芸消防署 ０８８７－３８－２６４３ 安芸郡田野町１４４０－１ 34 宿毛消防署三原分署 ０８８０－４６－２６２９ 幡多郡三原村来栖野３４７－１

16 中芸消防署馬路分所 ０８８７－４４－２２１０ 安芸郡馬路村馬路４４７

17 嶺北広域行政事務組合消防本部・嶺北消防署 ０８８７－７６－２８０６ 長岡郡本山町本山９９５

18 嶺北消防署大豊分署 ０８８７－７３－０６００ 長岡郡大豊町黒石３４８－７

19 仁淀消防組合消防本部・仁淀消防署 ０８８－８９３－３２２１ 吾川郡いの町西町１



医療機関

災害拠点病院一覧

管内等 病院 電話番号 住所

1

広域

高知医療センター ０８８－８３７－３０００ 高知市池２１２５－１

2 高知大学医学部附属病院 ０８８－８６６－５８１１ 南国市岡豊町小蓮１８５－１

3 高知赤十字病院 ０８８－８２２－１２０１ 高知市秦南町１丁目４番６３－１１

4 安芸 あき総合病院 ０８８７－３４－３１１１ 安芸市宝永町３－３３

5 中央東 JA高知病院 ０８８－８６３－２１８１ 南国市明見字中野５２６－１

6

高知市

近森病院 ０８８－８２２－５２３１ 高知市大川筋１－１－１６

7 国立病院機構高知病院 ０８８－８４４－３１１１ 高知市朝倉西町１－２－２５

8

中央西

仁淀病院 ０８８－８９３－１５５１ 吾川郡いの町１３６９

9 土佐市民病院 ０８８－８５２－２１５１ 土佐市高岡郡甲１８６７

10

高幡

須崎くろしお病院 ０８８９－４３－２１２１ 須崎市緑町４－３０

11 くぼかわ病院 ０８８０－２２－１１１１ 高岡郡四万十町見付９０２－１

12 幡多 高知県立幡多けんみん病院 ０８８０－６６－２２２２ 宿毛市山奈町芳奈３－１



ライフライン

電気
四国電力 ０１２０－４５９２７１

ガス
四国ガス高知支店 ０８８－８３２－８１００

高知ガス ０８８－８４４－５１６１

土佐ガス ０８８－８８２－３１６１

水道
高知市水道局 ０８８－８２１－９２００

南国市水道局 ０８８－８６３－１２３４

その他各市町村

電話
ＮＴＴ西日本
（お客様相談センター）

０１２０－０１９０００

ＮＴＴドコモ(株)四国支社
（インフォメーションセンター）

０１２０－８０００００



ポリンくん

かわうそ

高知県警察シンボルマスコット

ポーリーちゃん
かわうそ

こうち けん けいさつ


