
光化学スモッグへの対応について
こう か がく たいおう

Patungkol sa Photochemical Smog

近 年、愛知県 内で光化学スモッグに関する 情 報が愛知県 環 境 部から発せられる機会が
きんねん あいちけんない こうかがく かん じようほう あいちけんかんきようぶ はつ きかい

多くなってきたことを受け、岩 倉市では平 成２０年度に、尾張 西部発 令区域（岩 倉・一 宮 ・
おお う いわくらし へいせい ねんど おわりせいぶはつれいくいき いわくら いちのみや

江 南・稲 沢・清須・北名古屋・豊 山・春日・大 口・扶桑、測 定地点は一 宮 市 内）に 「光、
こうなん いなざわ きよす きたな ご や とよやま はるひ おおぐち ふそう そくていちてん いちのみやしない こう

化学スモッグ予報 「光化学スモッグ 注 意報」等が発 令された場合の対 策を講じました。」
かがく よほう こうかがく ちゆういほう とう はつれい ばあい たいさく こう

本 年度につきましてもこれまでと同 様に、下記のように各 学 校で対 応していただきますようよろ
ほんねんど どうよう か き かくがつこう たいおう

しくお願いします。
ねが

Nitong nakaraang mga taon dumami ang kaso ng report patungkol sa Photochemical,
Smogang natatanggap ng Aichi Ken Prefectural Environmental Office Sa Lungsod ng Iwakura.

2008 , , , , ,naman ay nagsimula noong sa Owari Seibu Area Iwakura Ichinomiya Kounan Kiyosu(

Kita Nagoya Toyoyama Kasuga Oguchi Fusou at ilang parte ng Ichinomiya ay nagsagawa, , , , )

.ng Photochemical Smog Forecast at Photochemical Smog Warning para sa sambayanan
Sa kasalukuyan ay ipinapatupad ang ilang kautusan sa bawat paaralan upang suportahan

.ang layuning ito

→ 学 校の定位置に を掲げる。【予報 発 令】 「白 色 旗」
よほうはつれい がつこう ていい ち はくしよくき かか

（オキシダント濃度0.08ppm以 上 となり、気 象 条 件から見て 注 意報以 上 の 状 態が発
のうど いじよう きしようじようけん み ちゆういほういじよう じようたい はつ

生することが予想される場合）
せ い よそう ばあい

・ 屋 内・屋 外（プール含）にいる児童 生徒に 注 意を喚起し、 状 況 により適宜、屋
おくない おくがい じどうせいと ちゆうい かんき じようきよう てきぎ おく

内での指導計画に変更する。プール指導を早めに終了する措置をとる場合がある。
う ち し ど うけいか く へんこ う し ど う はや しゆうりよう そ ち ば あい

・ 顧問や監視の 教 職 員による児童 生徒の健 康 管理を徹 底させる。
こもん かんし きようしよくいん じどうせいと けんこうかんり てつてい

・ 健 康 観 察を 行 い、寄り道させないように下校させる （下校が早くなる場合がある）。
けんこうかんさつ おこな よ みち げこう げこう はや ばあい

Forecast Makikita ang kulay puting bandera sa paaralan na nakataas bilang「 」 → 「 」

babala.
Kung ang oxidant concentration level ay tumaas sa 0.08ppm at depende sa lagay ng（ 、

）panahon ay maaring maglabas ng babala anumang oras ang paaralan.
Ang mga batang nasa loob at labas ground at pool ng paaralan ay bibigyang・ ( )

paalala,papasukin sa loob ng silid-aralan at maaaring magkaroon ng pagbabago sa
kurikulum na ituturo sa oras na ito. Maaga ding tatapusin ang swimming lesson.

Sisiyasatin at oobserbahan ng mga guro ang kalagayan ng mga mag-aaral.・

Magkakaroon ng eksamin sa kalagayan ng mga mag-aaral, pauuwiin nang deretso sa・

( )kanilang mga tahanan. maaaring mapaaga ang pag-uwi ng mga bata

→ 学 校の定位置に を掲げる。【 注 意報 発 令】 「黄色旗」
ちゆういほうはつれい がつこう ていい ち きいろき かか

（オキシダント濃度0.12ppm以 上 となり、気 象 条 件から見てその 状 態が継 続すると認め
のうど いじよう きしようじようけん み じようたい けいぞく みと

られた場合）
ばあい

・ 屋 内・屋 外（プール含）にいる 教 職 員・児童 生徒に 周 知し、屋 外にいる児童
おくない おくがい きようしよくいん じどうせいと しゆうち おくがい じどう

生徒を屋 内に待避させるなどして指導 計 画を変 更する。プール指導は早めに 終 了
せいと おくない たいひ しどうけいかく へんこう しどう はや しゆうりよう

する。

・ 健 康 観 察を 行 い、寄り道させないように下校させる （下校が早くなる場合がある）。
けんこうかんさつ おこな よ みち げこう げこう はや ばあい

Warning Makikita ang kulay dilaw na bandera sa paaralan na nakataas bilang「 」 → 「 」

.babala
Warning Kung ang oxidant concentration level ay tumaas sa ppm at（ 」 、「 0.12

）paulit-ulit ang situwasyon nito depende sa lagay ng panahon.
Ipapaalam sa lahat ng mga guro at mag-aaral na nasa loob at labas ground at・ (



pool ang kasalukuyang situwasyon at papanatilihin sa loob ng silid aralan ang) ,
. .lahat Maaaring magkaroon ng pagbabago sa kurikulum na ituturo sa oras na ito

Maaga ding tatapusin ang swimming lesson.
Magkakaroon ng eksamin sa kalagayan ng mga mag-aaral pauuwiin nang deretso・ ,

( )sa kanilang mga tahanan maaaring mapaaga ang pag-uwi ng mga bata.

→ 学 校の定位置に を掲げる。【警 報】 「だいだい色旗」
けい ほう がつこう ていい ち いろき かか

（オキシダント濃度0.24ppm以 上 となり、気 象 条 件から見てその 状 態が継 続すると認め
のうど いじよう きしようじようけん み じようたい けいぞく みと

られた場合）
ばあい

・ 屋 外の全ての活 動を即時に 中 止させ、屋 内に待避させる。
おくがい すべ かつどう そくじ ちゆうし おくない たいひ

・ 健 康 観 察を 行 い、異 常 者が出れば 救 急 措置をとる。
けんこうかんさつ おこな いじようしや で きゆうきゆうそ ち

・ 学 校医と相 談の上で下校 体 制をとる （下校が早くなる場合がある）。
がつこうい そうだん うえ げこうたいせい げこう はや ばあい

Warning Makikita ang kulay orange na bandera na nakataas bilang babala.「 」 → 「 」

Serious Warning Kung ang oxidant concentration level ay tumaas sa 0.24ppm,（ 」「

）at paulit-ulit ang situwasyon nito depende sa lagay ng panahon.
Agad na ipahihinto ang aktibidad sa labas at papapanatilihin ang lahat sa loob ng・

silid aralan.
Magkakaroon ng eksamin sa kalagayan ng mga mag-aaral at bibigyan ng agarang・ ,

.atensiyon ang sinumang makikitang apektado nito
Maaaring pauuwiin anumang oras ang lahat alinsunod sa payo ng doktor ng・

( )paaralan maaaring mapaaga ang pag-uwi ng mga bata.

→ 学 校の定位置に を掲げる。【 重 大 警 報】 「 赤 色旗」
じゆうだいけいほう がつこう ていい ち あかいろ き かか

（オキシダント濃度が0.40ppm以 上 となり、気 象 条 件から見てその 状 態が継 続すると認
のうど いじよう きしようじようけん み じようたい けいぞく みと

められた場合）
ばあい

・ 「警 報」に 準 じて対 応する。
けいほう じゆん たいおう

.「 」 → 「 」Serious Warning Makikita ang kulay pulang bandera na nakataas bilang babala
0.40 ,（ 」「 Serious Warning Kung ang oxidant concentration level ay tumaas sa ppm

）at paulit-ulit ang situwasyon nito depende sa lagay ng panahon.
.・Gagawin ang lahat ng nararapat ayon sa babalang lumabas

● 発 令時、学 校医に連 絡し、指導を仰ぎます。
はつれいじ がつこうい れんらく しどう あお

Sa oras na lumabas na ang opisyal na babala ay tumawag sa doktor ng paaralan at
.hingin ang payo nito ayon sa situwasyon

※ プール指導 登 校 前に「 注 意報」以 上 が発 令された場合 「プール開 放は 中 止」します。、
しどうとうこうまえ ちゆういほう いじよう はつれい ばあい かいほう ちゆうし

その場合は、緊 急 メールや非 常 連 絡 網で学 校から連 絡してください （ 中 学 校の屋 外の。
ばあい きんきゆう ひじようれんらくもう がつこう れんらく ちゆうがつこう おくがい

活 動もこれに 準 じます）
かつどう じゆん

※ Sa araw na may schedule ng swimming lesson at itinaas ang babala maka-cancel na ang,
swimming lesson Makakatanggap ng generated mail mula sa paaralan at maaari ding.
mag-inquire sa paaralan Ang sistemang ito ay i-a-apply din sa mga aktibidad na ginagawa.

.sa loob ng silid-aralan

※ 状 況 によっては、児童 生徒の下校時間に変 更が 生 じる可能 性があります。学 校からの
じようきよう じどうせいと げこうじかん へんこう しよう かのうせい がつこう

連 絡 体 制を 整 えておいてください。
れんらくたいせい ととの

.※ ang oras ng pag-uwi ng mga mag-aaral ay naka-depende lagi sa lagay ng situwasyon
.Laging maging handa sa pag-kontak at pag-aabang ng mensahe mula sa paaralan



※ 「警 報」以 上 が発 令されますと、市の広 報 車が市内 広 報に回ることになります。
けいほう いじよう はつれい し こうほうしや しないこうほう まわ

※ Sa pagtaas ng Babala ay maglilibot ang sasakyang pag-aari ng siyudad sa mga posibleng
.apektadong lugar habang nag-a-announce ng detalye nito

※ 光化学スモッグは児童 生徒のみが対 象 ではありません。全 住 民が対 象 となります。ご
こうかがく じどうせいと たいしよう ぜんじゆうみん たいしよう

留 意ください。
りゆうい

※ Sa pagtaas ng babala ay may maglilibot na sasakyan habang ini-a-announce ang
.detalye sa mga lugar na apektado nito

※ 情 報 伝 達手 順 『愛知県 環 境 部大気環 境 課』 ⇒ 『岩 倉市環 境 保全課』 ⇒
じようほうでんたつてじゆん あいちけんかんきようぶたいきかんきようか いわくらしかんきようほぜんか

『市 教 委』 ⇒ 『学 校』
しきようい がつこう

※ Ang Information transfer procedure ay magmumula sa "Aichi Environmental Division"
papuntang "City Board of Education" papuntang "Paaralan"

※ 保育 園には『市児童課』から、幼稚園には『市 教 委』からＦＡＸで伝 達します。
ほいくえん し じどうか ようちえん しきようい でんたつ

※ ,Para naman sa mga nursery school ay magmumula sa "City Children's Division"
”At sa kindergarten naman ay FAX mula sa "City Board of Education.

※ 土曜日や日 曜日に発 令されても、 情 報が伝わらない可能 性が大きいと思われます。
どようび にちようび はつれい じようほう つた かのうせい おお おも

※ Sa araw ng Sabado at Linggo ay maaaring hindi maibahagi ang impormasyong ito nang
maayos kung kaya`t maging maagap sa pag-aabang ng updates.


