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Residence card  (and other ID)
在留カードなどの ID



Aftershock. A smaller earthquake following the main shock of a large earthquake.  
地震が起きた後、引き続いて起きる地震で、規模や起きる回数はまちまち。何日間も続くことがある。

A long, high sea wave caused by an earthquake or other disturbance. 
地震の起きた後に起きるとても高い波。

Collapse of buildings, bridges, etc. 
家やビルが壊れる。

Yoshin
余震

Tsunami
津波

Tōkai
倒壊

To take precautions 
万一に備え、注意し、用心すること。

To evacuate oneself 
災害時などに災難を避けて他の所へ逃れること。

To check if your family or friends are safe 
家族や友達が大丈夫かどうか調べる。

Keikai suru
警戒する

Hinan suru
避難する

Ampi o kakunin suru
安否を確認する

Kōiki Hinanbasho
広域避難場所

Hinanjo
避難所

A region in the vicinity of a typhoon or developing low-pressure zone where average wind speeds reach or 
exceed 15m/s, or where there is a chance such winds may develop.  
台風や発達した低気圧の周辺で平均風速が 15m/s 以上の風が吹いているか、吹く可能性のある領域。

A place you can evacuate to temporarily. The place is safe, but you will not receive food, drink, or sleeping 
arrangements. It is designated for short-term evacuation. Non-Japanese people are welcome 
災害が起こったら逃げる場所です。安全です。泊まることはできません。水や食べ物もありません。 一時的に逃げる場所です。
A place where you can evacuate to in case of emergency. Hinanjo, or evacuation centers, are usually 
located at schools, gymnasiums, and public halls. You can get food, drink, and sleeping arrangements 
here. It is for long-term evacuation. Non-Japanese people are welcome 
災害が起こったら逃げる場所です。安全です。泊まることができます。水が飲めます。食べ物がもらえます。
災害の情報を調べられます。外国人もいくことができます。

A region in the vicinity of a typhoon or developing low-pressure zone where average wind speeds reach or 
exceed 25m/s, or where there is a chance such winds may develop.  
台風や発達した低気圧の周辺で平均風速が 25m/s 以上の風が吹いているか、吹く可能性のある領域。

Kyofū Iki
強風域

Boufū Iki
暴風域

Boufū u
暴風雨

Kōzui
洪水

Shinsui
浸水  

Takashio
高潮 
Doshyakuzure
Gakekuzure 
土砂崩れ /崖崩れ

Action （行動）

Places where you are supposed to evacuate to in case of disaster （災害時避難場所）

Earthquake （地震）

Typhoon/Heavy rain （台風／大雨）

Storm 
激しい暴雨。

Flood 
大雨などによって河川の増水・氾濫により起こる災害。

Flooding in the home 
水につかること。水が入り込むこと。

Storm surge 
潮位が通常より著しく高くなる現象。

Landslide/rockslide 
急斜面にある土砂が大雨・地震によってくずれ落ちること。

Evacuation information, etc. （避難情報 など）

Alert Level
Evacuation information 
from municipalities

Information from the Japan 
Meteorological Agency

A life-threatening situation in which you
can no longer safely evacuate.

*Please evacuate before Alert Level 5 is issued.

Elderly people, those with disabilities,
and others who may need more time to

evacuate should evacuate from affected areas

All Residents should evacuate
from affected areas

緊急安全確保

Emergency Safety Measures Heavy Rain Emergency Warning

Evacuation Instruction Landslide Warning, etc.

Evacuation of the Elderly, etc. Heavy Rain Warning, etc.

大雨特別警報

避難指示 土砂災害警戒情報　など

高齢者等避難 大雨警報　など



Useful websites to get information in case of disaster （防災に役立つ多言語（いろいろな外国語）の情報サイト）

URL

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

http://www.pref.kyoto.jp/kikiweb/

https://www.bousai.city.kyoto.lg.jp/

Website （ウェブ）
Japan Meteorological Agency
Kyoto Prefecture
Kyoto City 

Useful application to take disaster precautions （防災に役立つスマートフォンアプリ）

URL

http://www.rcsc.co.jp/safety-tips-en

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/

Name of App （アプリ名）
Safety tips
NHK World

At the Evacuation Center

As many people stay at the same location, there are rules at the 
evacuation center to keep everyone’s stay comfortable. Those 
rules may be differentiated to those from your culture or religious 
background. Talk to the people around you if you are confused by 
these differences while staying at the evacuation center. 

避難所では
多くの人が共同で過ごすことによる
トラブルを避けるために、色々な取
り決めがあります。 
生活習慣や宗教の違いによって、戸
惑うこともあるかもしれません。 
わからない時、困った時はまわりの
人に相談しましょう。 

Evacuation centers are locations where you are expected to go in 
case of disaster. Schools and public facilities are commonly 
designated evacuation centers. You should go to one of these 
places if your municipality issues evacuation order. Sleeping 
arrangements, food, and information are available at evacuation 
centers, and these services are available to all evacuees. Confirm 
ahead of time the location of your nearest evacuation center. If you 
are not sure, ask at your local city or ward office. You should also 
confirm the location of local hospitals, convenience stores, and 
public telephones. 

避難所とは、災害時に避難する場所の
ことで、学校や公民館などが指定され
ています。具体的には、市町村から避
難勧告や避難指示があった場合に利用
します。避難所では寝床や食事、災害
に関する情報などを得ることができ、
誰でも使うことができます。予め自分
の住む地域の避難所を確認しておき、
わからない場合は市町村役場で教えて
もらいましょう。また、近くにある病
院・コンビニ・公衆電話の場所も確認
しておきましょう。 
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京都府国際センター
Kyoto Prefectural
International Center

公益財団法人

〒601-8047
京都市南区東九条下殿田町70 京都テルサ東館３階
Tel 075-681-2500　Fax 075-681-2508
E-mail: main@kpic.or.jp　URL: http://www.kpic.or.jp 

検  索

ベトナム語 living-v@kpic.or.jp

Vietnamese: living-v@kpic.or.jp


