グアム合同情報センター
ファクトシート
:

ファクトシート:
緊急時に備えましょう
正確な情報源を知りましょう。

グアム合同情報センター（Joint Information Center, JIC）の公式声明。JIC は、グアム国土安全保障省が主導し、
健康と安全に関する複数の政府機関が補佐する政府機関です。
どうすればもっと多くの情報が得られますか？ 誰が質問に答えてくれますか？
どこがより詳細な情報を教えてくれますか?

>>JIC は、電話、ｅメールで、またソーシャル・メディアを通じて利用できます。

情報を入手する
ファクトシートおよび最新情報は以下から入手できます。
以下の政府ウェブサイト
・グアム国土安全保障省: ww.ghs.guam.gov
政府 Facebook ページ:
・https://www.facebook.com/Guam-Homeland-SecurityOffice-of-Civil-Defense-178975602144519/
・https://www.facebook.com/eddiebazacalvo/
政府 Twitter: twitter.com/ghsocd
グアム国土安全保障省に電話をする: (671) 475-9600/478-0208/09/10
メディアソース
・このファクトシートの 2 ページに包括的な情報源リストが記載されています。

最新のファクトシートの入手方法
ファクトシートは、市長室またはオンライン www.ghs.guam.gov で入手できます。
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情報源

携帯電話やスマートフォンで警告メッセージを受信で
きるようにすることができます。
- PDN
・www.guampdn.com/sms にサインアップしてください。
ウェブサイトおよび Facebook ページ
- KUAM:
PDN: www.guampdn.com
・http://www.kuam.com/Global/link.as
Facebook.com: Pacific Daily News を 検索
p?L=395152&nav=menu1679_2
- グアム・デイリー・ポスト: https://www.postguam.com/
- MegaMixx 101.9
・テキストライン: 988-1019
Facebook.com: Guam Daily Post を検索
- Marianas Business ジャーナル:
http://www.mbjguam.net/
PNC:
www.pacificnewscenter.com
ラジオ局
Facebook.com:
Pacific News Center を検索
- Newstalk K57 （月～金 午前 6 時～午後 6 時） [AM 570]
- KUAM News: http://www.kuam.com
- Isla 630 （月～金 午前 6 時～午前 10 時） [AM 630]
Facebook.com: KUAM News を検索
- i94 [FM 93.9]
- Power 98 [FM 97.5], 105 The Kat [FM 105.1]
- Hit Radio 100 [FM 100.3]
Twitter
- KStereo 95.5 [FM 95.5]
- グアム国土安全保障省: http://twitter.com/ghsocd
- KISH 102.9 [FM 102.9]
- PNC twitter.com/pncguam
- KPRG Radio [FM 89.3]
- KUAM twitter.com/guamnews_KUAM
- MegaMixx 101.9 [FM 101.9]
テレビ局
- 午後 6 時にチャネル 8 で KUAM ナイトニュース、チャ
ネル 8 で午後 10 時に再放送、午後 7 時にチャネル
11 でも再放送
- チャネル 7 で午後 6 時にパシフィック・ニュース・セ
ンター、チャネル 7 で午後 10 時に再放送、チャンネ
ル 6 で午後 7 時にも再放送
- 午後 6 時にラジオ局 Isla 630 でも KUAM ナイトニュー
スを同時放送
- 午後 6 時にラジオ局 Newstalk でも PNC ナイトニュー
スを同時放送

情報源
緊急警報システム（EAS）
- 緊急警報システムは、米国で 1997 年に導入された全国

-

的な警報システムです。
このシステムの警報には緊急（Emergency）と切迫状況
（Urgent Situation）の 2 種類があります。グアム政府は、
このシステムが正常に機能するかどうか、定期的にテストし
ています。

EAS の仕組み

-

子供への説明の仕方

EAS は、AM、FM、気象予報ラジオ、VHF、UHF テレビ
等のすべての放送を中断し、緊急情報を発信します。
放送局はすべて、連邦通信法によって緊急メッセージの放送
を義務付けられています。
グアムでは、緊急警報システム（EAS）の主要局は
FM 95.5 の KSTEREO と AM 801 の KTWG です。

緑 - 安全

信号の緑の信号は、前進しても
安全であることを意味していま
す。緊急プラニングでは、緑は
正常を示す日常的な色であり、
危険な状況が生じる可能性が低
いことを示しています。グリー
ンの状態では、政府は通常通り
機能し続けます

どんなメッセージが発信されるのですか。

- ラジオやテレビの視聴中に警報が発信されると、番組が中断
され、サイレンの後に次のメッセージが流れます。
・テストの場合
「これはグアム緊急警報システムのテストです。緊急時に
このシステムが重要情報をお届けします。これで緊急警報
システムのテストを終わります。」
・ 実際の緊急時
グアム島に緊急事態が発生したため、番組を中断します。
重要なメッセージが続いて流れます。」メッセージには、
緊急事態に関する重要情報と対応方法が含まれています。

その他の方法で警報を受けられますか。
- グアムでは、緊急警報システム以外の連絡方法が用意されています。
緊急事態になると次のことが行われます。
・SMS: 携帯電話会社が 140 字以内の警報メッセージを送信します。
・EMAIL: グアム政府がｅメールを大量送信し、ソーシャルメディア・
サイトにメッセージを掲載します。
・村落: 最初の警報受信者がサイレンを鳴らして村中を車で走り、
対応策に関する情報を伝達します。
・全危険警報システム（AHAWS）のサイレン: 緊急時に 15 のサイレン
が警報を発します。

黄色 - 注意
信号の黄色は、注意しながら前
進しなければならないことを
意味しています。これは、
グアム政府機関が中程度のリス
クの接近を示すのに用いている
のと同じ色です。黄色の状態で
は、政府は通常に機能し続けま
すが、いくつかの政府機関が
緊急対策や計画に着手します。

赤 - 停止と注意
赤になったら今していることを
ただちに中止して、逼迫した緊
急事態に備えなければなりませ
ん。政府機関は、外国からの軍
事攻撃など、安全保障を脅かす
リスクが高いことを示すために
この色を用います。赤の状態で
は、政府は重要サービスだけを
行います。

