
浜松市防災アプリ 操作手順書

（注）この手順書では Nexus5（Android OS 5.0.0） を例に操作手順を説明しています。
お使いの機種 によりレイアウト、文言は異なります。

１．起動する

浜松市防災アプリが正しくインストールされていれば、
画面上に浜松市防災というアイコン(①)が表示されます。
このアイコンをタップすると、浜松市防災アプリが起動します。
アイコンが表示されていない場合は、画面下部のアイコン(②)をタップし、
インストールされているアプリ一覧から探し、タップします。

ダミー
画

①

②
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スマートフォンの GPS 機能が OFF になっている場合、注意文が表示されます。
キャンセルで操作を進めることもできますが、GPS が ON になっていないと、
浜松市防災ＭＡＰを表示した際に現在地の表示等を行うことができません。
ON にする場合は以下の手順に従ってください。(Android OS の場合)

※端末によりボタンや設定項目の名称が異なりますのでご注意ください。

１-１．端末の設定ボタンをタップ
１-２．位置情報ボタンをタップ
１-３．位置情報にアクセスを ON に切り替える
１-４．Google位置情報サービスをONに切り替える（Android4.0~4.4）

１-５.「GPS 機能」にチェックが入っていることを確認し、
チェックが入っていなければ、タップして GPS の機能を ON にします。
GPS 電波を取得して緯度経度を取得できるようになります。

１-６.「Wi-Fi/モバイル接続時の位置情報」にチェックが入っている場合は
Wi-Fi/モバイル接続からも緯度経度を取得することが出来ます。

上記チェック ON にしたら、改めて浜松市防災アプリを起動しなおしてください。

※上記の設定をして、アプリを再起動しても位置情報を取得できない場合は、
スマートフォンの電源を切り、再度電源を入れなおしてください。
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２．メニュー画面

浜松市防災アプリを起動すると最初にこの画面が表示されます。
各ボタンをタップすることにより、操作を始めることができます。

防災マップを表示します。

→３．浜松市防災ＭＡＰ

防災ガイドを閲覧します。

→４．浜松市防災ガイド

カメラを向けた方角にある
緊急避難場所等を画面に
表示します。

→５．浜松市施設リスト

緊急時に笛の音を鳴ら
します。

→６．防災・防犯ふえ

スマートフォンのライト
を点灯させます。

→７．防災・防犯懐中電灯

防災ホッとメールの紹介・
登録画面を表示します。

→８．防災ホッとメールの
紹介・登録

家康くんと記念写真が撮
れます。

→９．家康くん記念撮影
AR

LlNEでも使える家康くんメッ
セージ付スタンプが作れます。

→１０．メッセージ付スタンプ
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３．浜松市防災マップ

メニュー画面等から右のアイコンをタップすると、
防災マップを表示します。
通信可能な環境で一度閲覧した区のマップは、今後オフラインでも
閲覧可能になります。（※キャッシュを消去をした場合は除く。）

【画面内項目説明】

・現在地表示

GPS より取得した位置情報をもとに、現在地を表
示します。※各端末の GPS 精度により現在地に誤
差が出る可能性があります。
※防災マップを起動する際は、Google位置情報
サービスを「ON」にした上でご利用ください。
（Andorid版のみ対象）

・現在地

・住所一覧検索

浜松市の区一覧を表示し、選択した区
の防災マップへ移動します。(次ページ)

・レイヤー選択タブ

災害種別ごとの緊急避難場所等を、地図上に表示
するためのメニューを開きます。(次々ページ)

・拡大縮小ボタン

防災マップの拡大縮小をします。＋で地図を
拡大表示、－で地図を縮小表示します。
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【機能説明】
１． 住所から探す

右の住所から探すアイコンをタップすると、区一覧が表示されます。
区を選択してタップすると、その区が表示されます。
現在地の区へ移動したいときには、現在地表示のアイコンをタップ
してください。

・希望の区を表示する場合

・現在地へ移動する場合

現在地表示

２． マップから探す

右のマップから探すアイコンをタップすると、端末の位置情報から
現在地の区のマップを表示します。 5



【機能説明】
２． レイヤー選択タブ

レイヤー選択タブをタップすると、災害種別ごとの緊急避難場所等
選択メニューが開きます。
表示したい種類の緊急避難場所等をタップすると、地図上に重ね
て、ピンが表示されます。
もう一度右のアイコンをタップすると、メニューが閉じます。

施設を選択した場合、地図上にピンが表示されます。表示されたピンをタップすると、
施設の詳細と住所が表示されます。「ナビ(地図アプリを起動)※外部アプリへ移動します。」
のボタンをタップすると、スマートフォンのマップアプリが起動し、マップアプリで現在地から
のルートを参照することができます。

※表示されるルートは外部アプリのナビ機能によるものであり、避難行動時の推奨ルートでは
ありません。災害時は周囲の状況等を確認のうえ、各自避難行動を行ってください。

6



４．防災ガイド

メニュー画面等から右のアイコンをタップすると、
防災ガイドの画面が表示されます。
区ごとの区版避難行動計画（保存版）と情報更新版が選択できます。

「現在地の区版避難行動計画を表示」をタップすると、
GPS より取得した位置情報をもとに、
現在いる区の避難行動計画（保存版）と情報更新版が表示されます。

通信可能な環境で一度閲覧した区の区版避難行動計画は、今後オフラインでも
閲覧可能になります。（※キャッシュを消去をした場合は除く。）

※各端末の GPS 精度により現在地に誤差が出る可能性があります。
※「現在地の区版行動計画」を使用する際は、Google位置情報サービスを
「ON」にした上でご利用ください。
（Andorid版のみ対象）

【画面内項目説明】
ガイド表示画面では、次の操作ができます。

拡大縮小
ピンチ操作(指２本で開く・閉
じる操作)で拡大・縮小を行え
ます。
※初期表示のサイズより小さ
くはできません。

ページ移動
【Androidの場合】
スワイプ操作(画面を左右に
指で端から端までなぞる)で
ページ移動できます。

【iOSの場合】
スクロール操作（画面を上下
に指でなぞる）でページを移
動できます。
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５．施設リスト

メニュー画面等から右のアイコンをタップすると、
緊急避難場所等をＡＲ及びマップで表示します。

１. ＡＲで見る ※通信可能な環境で使用できます。

【機能説明】
・カメラを向けた方角にある緊急避難場所等が表示され
ます。表示された緊急避難場所等をタップすると詳細が
表示されます。施設情報は現在地から近い40件が表示
されます。

・「ナビ（地図アプリを起動）※外部アプリへ移動しま
す。」をタップするとスマートフォンのマップアプリが起動
し、マップアプリからルート検索することが可能です。

※表示されるルートは外部アプリのナビ機能によるもの
であり、避難行動時の推奨ルートではありません。
災害時は周囲の状況等を確認のうえ、各自避難行動を
行ってください。

※AR機能を起動する際は、Google位置情報サービスを
「ON」にした上でご利用ください。
（Andorid版のみ対象）

２. マップで見る
防災ＭＡＰの操作手順をご確認ください。 8



６．防災・防犯ふえ

メニュー画面等から右のアイコンをタップすると、
SOS ホイッスルの画面が表示されます。
防災・防犯でお使いいただける警笛機能です。

【画面内項目説明】

・ホイッスルボタン

大きく表示された笛のアイコンをタップ
すると、スマートフォンの設定音量にかか
わらず、最大音量で笛の音が鳴ります。

※マナーモード中でも音が鳴ります。
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７．懐中電灯

メニューから右のアイコンをタップすると、
懐中電灯機能が起動します。

防災・防犯でお使いいただける懐中電灯機能です。
※LED ライトの点灯や、画面照度を最大にするため、
バッテリーの消費が多くなります。電池残量にご注意ください。

【画面内項目説明】

スマートフォン後部の LED ライトを、ON・
OFF 切り替えます。
※後部に LED ライトが付いていない場
合は、画面に表示されません。

ディスプレイの照度を最大にします。
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８．防災ホッとメール

メニュー画面等から右のアイコンをタップすると、
防災ホッとメールの紹介・登録画面を開きます。

別アプリで防災ホッとメールの登録画面を開きます。
ページ内容にしたがってメールアドレスを登録すると、
浜松市からの防災情報を電子メールで受信することが
できるようになります。
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９．家康くんと写真を撮ろう

メニュー画面等から右のアイコンをタップすると、
浜松市のキャラクター家康くんと記念写真を撮ることができます。

・カメラ切り替え

端末のディスプレイ上についている内部カメラと
裏側についている外部カメラを切り替えます。

・撮影ボタン

撮影した写真を端末に保存することができます。ま
たTwitter、Facebookで撮影画像をシェアすること
もできます。

・メニューの表示・非表示

家康くんの種類を選択するメニュー画面
の表示・非表示を切り替えます。

・家康くんの一覧切り替え

表示できる家康くんの種類を切り替える
ことができます。

・画面上の家康くん操作について

・移動
家康くんをドラッグする（タップしたまま、ド
画面を指でなぞると家康くんを移動させる
ことができます。）

・拡大
２本の指で家康くんをピンチイン、ピントア
ウトで家康くんを拡大縮小できます。（タッ
プしたまま、指の距離を離したり近づける操
作）

・回転
２本の指で家康くんをタップしたまま、回転
させると家康くんを回転させることができま
す。
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１０．家康くんオリジナルスタンプ機能

メニュー画面等から右のアイコンをタップすると、浜松市のキャラク
ター家康くんのスタンプを作成することができます。（別ブラウザで
の操作になります）コメント付きのオリジナルスタンプがＬＩＮＥなどで
使用できます。

・４パターンから家康くんの画像を選択します。

・画面上部のテキスト入力欄に表示させたいコメントを入力すると、スタンプの中にテキストが
入力されます。
・画像を選び直す場合は、「画像を選び直す」をタップしてください。
・画像と文字が決まったら、「作成する」をタップしてください。

・完成画面が表示されますので、画像を長押しするとメニューが表示されますので、「画像を保
存」をタップして、端末に保存してください。
・作成し直す場合は、「画像を選び直す」で画像選択画面に戻ることができます
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推奨環境・不具合報告について

【推奨環境について】
本アプリは、以下の端末・OSを推奨環境としております。
・iOS端末(iOS6.0以上のiOS端末)
・Android端末（OS4.0以上のAndroid端末）

また、機種や環境(電波状況、メモリ使用状況、他アプリ使用状況等)によっては、推奨環境下
でも正常に機能しない場合があります。

【不具合端末について】
以下の端末では一部機能が使えない症状が報告されています。
該当端末で利用される場合は、ご理解の上利用ください。
・DlGNO T(Android 4.4.2)
懐中電灯-LEDライトがONのままになる。
※アプリ終了でライトは消えます。

・Xperia acro HD SO-03D(Android 4.0.4)
懐中電灯-ディスプレイライトを使用した時、画面が明るくならない。
家康くんARの画像切り替えボタンを押すと時折挙動がおかしくなる場合がある。

・ARROWS Tab F-05E(Android 4.1.2)
AR機能を使用しようとすると、アプリが強制終了してしまう。
強制終了後、画面背景が暗くなってしまう場合がある。

【アプリが正常に起動しない・GPSが機能しない場合について】 （Andorid版のみ対象）
GPSが機能しない場合には、端末を再起動してください。

【防災マップについて】 （Andorid版のみ対象）
防災マップを起動する際は、Google位置情報サービスを「ON」にした上でご利用ください。

【防災ガイドについて】 （Andorid版のみ対象）
「現在地の区版行動計画」を表示する際は、Google位置情報サービスを「ON」にした上で
ご利用ください。

【AR機能について】 （Andorid版のみ対象）
AR機能を起動する際は、Google位置情報サービスを「ON」にした上でご利用ください。

【ご使用上の注意点について】
本アプリには、端末の位置情報取得機能を利用するコンテンツがあります。このコンテンツを利用する
場合は、端末の設定から「位置情報」がONになっているかご確認ください。位置情報がONになっていて
も正しい位置情報が取得できていない場合は、端末の電源を入れなおして、本アプリを再起動してくださ
い。
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