
　ここでは、障害のある方やその支援者などが、災害が発生した時に取る行動の流れをまとめ

ました。地震と大雨・台風では異なる部分があるので、確認しましょう。

避 難 行 動 の 流 れ

このパートでは、災害が発生した時の行動について考えます。

地震が起きたとき

揺れた！！（緊急地震速報が鳴った！！）

①地震の揺れから身を守る

室内では、家具などから離れ、机

の下などに潜り、身を守る！

机などの下に隠れることができ

ない場合は、布団にもぐる、座布

団や本、ぬいぐるみで頭を守る！

一人で移動できない人を机など

の下に移動させる！

屋外では、建物やブロック塀か

ら離れる！

2 災害が発生したときに行うこと
さい　　がい　　　　　　はっ　　せい 　　　　　　　　　　　　　　  　　　　おこな

さい がい       はっ せい             とき        こう どう                         かんが

　　　　　　　　　　　  しょうがい　　　　　　  かた　　　　　　    し   えん しゃ　　　　　　       さい がい　     はっ せい　　　　 とき　　   と　　　こう どう　　  なが　　

　　　　　　　　じ　しん　　 おお あめ　 たい ふう　　        こと　　　　   ぶ  ぶん　　　　　　　　　　　　 かく にん

じ    しん            お

ひ　　なん　  こう　  どう　　　　   なが

じ    しん           ゆ                          み           まも

しつ ない                  か    ぐ                           はな          つくえ

      した                    もぐ           み        まも

  ひとり           い   どう　　　　　　　　　ひと　   つくえ

　   した　　　い  どう

おく がい                   たて もの　　　 　　　　　　　  べい

     はな

つくえ                   した        かく   

               ば   あい            ふ   とん                               ざ    ぶ

 とん       ほん                                        あたま      まも

ゆ 　　　　　　　　　　    きん  きゅう     じ      しん　 そく　 ほう　　　　  な
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揺れがおさまった！！

②命を守る行動（自宅等で津波・火災・余震などから命が守れるか？）

災害の恐れがなくなる！！

③自宅の状況を確認する

（避難時に障害のある方や支援者が注意すること）

●非常持出品の携帯

●火の始末をする（火が出たら初期消火）。

●電気のブレーカーやガスの元栓を締める。

●家族の安全確認、安否情報を記載した張り紙

●出口の確保

●テレビやラジオなどで情報収集

守れる

緊急避難（指定緊急避難場所（津波・地震・大規模火災）へ）

指定避難所へ

自宅等にとどまる

（緊急避難の必要なし）

自宅で生活

自宅に住めるかのチェックポイント

守れない

自宅に住める
自宅に住めない

●家が壊れていない（傾きやヒビがない。）。

●発電機やバッテリーの予備がある。

●カセットコンロやストーブなど、暖をとったり

調理する道具がある。

●食料がある。

●ケガや病気が悪くなっていない。

●頼れる家族や知り合いが近くにいる。

など

いえ　　  こわ　　   　　　　　　　　 かたむ

はつ でん  き　　    　　　　　　　　　　　  よ   び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だん　　　　

ちょう り　 　　　 どう  ぐ

 しょうりょう

　　　  　　 びょう き         わる

たよ　　　　  か   ぞく　　  し　　   あ　　　　   ちか

じ   たく          す

いのち　　  まも　　　こう  どう　    じ　 たく  とう　　　  つ   なみ　　 か    さい　　よ   しん　　　　　　　　　   いのち　　  まも

じ    たく         じょうきょう        かく  にん

まも

じ  たく         す

じ  たく         す

じ  たく        せいかつ

ひ  なん  じ        しょうがい                   かた         し   えん しゃ      ちゅう い

    ひ じょうもち だし ひん       けい たい

    ひ          し   まつ                       ひ         で               しょ   き しょう  か

  でん  き           　　　　　　　　　　　　　　　　　　もと せん　　  し

    か  ぞく        あん ぜん かく にん    あん  ぴ  じょうほう       き   さい              は        がみ

    で   ぐち　　 かく   ほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じょうほうしゅうしゅう

まも

きんきゅう   ひ    なん    　し    てい  きん きゅう   ひ   なん   ば    しょ　　  つ    なみ　   じ    しん      だい   き     ぼ　  か    さい

　　じ   たく とう

きんきゅう ひ  なん　　  ひつ よう

ゆ

さい    がい　　　　 おそ

し    てい    ひ   なん   じょ
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自宅等にとどまる（緊急避難の必要なし）

雨が降ってきた！！

①自ら情報を入手する。避難を見据えた準備をする。

雨足が強まってきた！！（警報・避難情報の発令）

②命を守る行動（今いる場所で命が守れるか？）

●堤防の近くで、安全な建物（鉄筋コンクリート造）にいない。

●洪水（外水氾濫）・内水氾濫の想定浸水深より下の階にいる。

どれにも

該当しない

大雨や台風のとき

●テレビやラジオなどで気象情報や名古屋市から

の情報に注意する。

●避難に備え、非常持出品を確認する。

どれか１つ以上に

該当

おお  あめ　　　 たい ふう

みずか　　じょう ほう　　 にゅう  しゅ　　　　　　　  ひ   なん　　　 み     す　　　　　  じゅん  び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  き  しょうじょうほう　　  な    ご    や　 し

　　じょうほう　　ちゅう い

  ひ  なん　    そな　　　　ひ じょうもち だし ひん　　 かく にん

てい ぼう       ちか                あん ぜん       たて もの   てっ  きん                                  つくり

こう ずい   がい すい はん らん      ないすい はん らん       そう てい しん すい しん             した       かい

じ  たく とう　　　　　　　　　　　 きんきゅう ひ  なん       ひつ よう

あめ　　　　 ふ

いのち　　  まも　　　こう  どう　　いま　　　　　　ば   しょ　　  いのち　　   まも

あま    あし　　　　 つよ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  けい    ほう　       ひ　  なん   じょう  ほう　　　　 はつ    れい

　　　　 い じょう

がいとう
がい とう
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災害の恐れがなくなる！！

③自宅の状況を確認する

避難情報の発令などにより、緊急避難

（指定緊急避難場所（洪水・内水氾濫）へ）

指定避難所へ

自宅で生活

自宅に住めるかのチェックポイント

自宅に住める

●家が浸水していない。

●発電機やバッテリーの予備がある。

●カセットコンロやストーブなど、暖をとったり

調理する道具がある。

●食料がある。

●ケガや病気が悪くなっていない。

●頼れる家族や知り合いが近くにいる。

など

じ   たく          す

（避難時に障害のある方や支援者が注意すること）

●非常持出品の携帯

●情報弱者（目や耳が不自由な方など）には必要な情報を知らせる。

●自力での避難が困難なら助けを求める。

自宅に住めない

いえ　　  しんすい

はつ でん  き　　    　　　　　　　　　　　  よ   び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だん　　　　

ちょう り　 　　　 どう  ぐ

 しょうりょう

　　　  　　 びょう き         わる

たよ　　　　  か   ぞく　　  し　　   あ　　　　   ちか

じ    たく         じょうきょう        かく  にん

さい    がい             おそ

じ  たく         す

じ   たく         す

じ   たく       せい かつ

　  ひ　 なん  じょう  ほう　　　   はつ   れい　　　　　　　　　　　　　　　　  きん  きゅう    ひ　 なん

　 し     てい   きん  きゅう    ひ    なん     ば　　しょ　　  こう   ずい　　 ない   すい   はん   らん

  ひ  なん  じ        しょうがい                   かた         し  えん しゃ       ちゅう い

      ひ じょうもち だし ひん       けい たい

   じょうほうじゃく しゃ     め         みみ        ふ    じ  ゆう       かた                             ひつ よう      じょうほう        し

     じ   りき               ひ  なん        こん なん             たす             もと

し     てい    ひ    なん    じょ

22



　命を守るため、災害の危険からまず逃げるための

場所です。災害の種類（地震、津波、洪水・内水氾濫、

大規模火災）ごとに避難できる場所が異なります。

指定緊急避難場所、指定避難所、避難情報とは？

指定緊急避難場所

指定避難所

避難の事前準備をする心構えをするために発

表するものです。高齢の方や障害のある方が

自主避難を開始する目安となります。

避難情報

低

高

緊

急

度

区　分 概　要

避難準備・高齢者等

避難開始

被害が発生するおそれがあるため、避難をす

すめるために発令するものです。
避難勧告

被害の危険が目前に切迫し、生命の危機がよ

り高まったため、避難を強くすすめるために発

令するものです。

避難指示（緊急）

35ページ以降の避難マップを見て、自分が避難する場所と経路を確認しておきましょう。

　災害が発生する危険性が高まった場合に、起こりうる災害種別に対応した区域を示し

て、名古屋市が発表・発令する避難に関する情報です。

　種類は以下のとおりです。

35ページ以降の避難マップを見て、自分が避難する場所や経路を確認しておきましょう。

指定避難所の表示例

指定緊急避難場所

（津波避難ビル）の

表示例

　災害のおそれがなくなった（軽減した）後、自宅が被災して帰宅

できない場合に一定期間、避難生活を送るための場所です。

し　  てい　きん きゅう　 ひ　 なん　  ば　  しょ　　　 し    てい     ひ　 なん　じょ　　     ひ　 なん  じょう  ほう

し     てい   きん きゅう   ひ    なん    ば    しょ

し     てい    ひ    なん   じょ

　　いのち　   まも　　　　　　　     さい がい　　    き  けん　　　　　　　　　  に

  ば   しょ　　　　　　 さい がい　　  しゅ  るい　   じ　 しん      つ   なみ　   こう ずい　 ない すい はん  らん

だい  き    ぼ　 か  さい　　　　　　       ひ  なん　　　　　　   ば　しょ　     こと

　　 さい がい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    けい げん　　　　　あと　　 じ   たく　　   ひ   さい　　　　   き   たく

　　　　　　　  　ば   あい　　 いっ てい  き   かん　　ひ  なん せい かつ　　おく　　　　　　　　　 ば  しょ

ひ    なん  じょう  ほう

　　 さい がい　　  はっ せい　　　　　き　 けんせい        たか　　　　　　   ば  あい　　　　 お　　　　　　　　　さい がい しゅ  べつ　　  たい おう　　　　   く   いき　     しめ

　　　   な    ご    や　 し　　　はっぴょう　はつ れい　　　　   ひ  なん　　 かん　　　　 じょうほう

　　 しゅ  るい　　   い　 か

い  こう         ひ  なん　　　　　　　　 み　　　　  じ  ぶん　      ひ  なん　　　　  ば  しょ　　 けい  ろ　　　かく にん

い  こう         ひ  なん　　　　　　　　 み　　　　  じ  ぶん　      ひ  なん　　　　  ば  しょ　　 けい  ろ　　　かく にん

し ていきんきゅうひなん  ば しょ

    つ  なみ ひ なん

                          ひょうじ れい

し てい  ひ なん じょ     ひょうじ れい

ひ
く
い

き
ん
き
ゅ
う 

ど

た
か
い

く         ぶん

ひ  なん じゅん び      こう れい しゃ  とう

ひ  なん かい   し

ひ  なん かん こく

ひ  なん  し    じ      きんきゅう

  ひ  なん　      じ　ぜんじゅん び　　　　　　   こころがま　　　　　　　　　　　　　　 　はっ

ぴょう　　　　　　　　　　　　　　 こう  れい　 　かた　     しょうがい　　　　　　　かた

 じ  しゅ   ひ  なん　    かい   し　　　　     め  やす

 ひ  がい        はっ せい              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ   なん

　　　　　　　　　　　　  はつ れい

  ひ  がい　　   き   けん　　  もく ぜん　　  せっ ぱく　　　   せい めい　　　 き    き

　　たか　　　　　　　　　　　　  ひ　なん　     つよ　　　　　　　　　　　　　　　　　 はつ

れい

がい　　  よう
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防災に関する情報（避難情報など）の入手方法の例

テレビ・ラジオ 防災スピーカー 広報車 ホームページ ＳＮＳ（名古屋市防災）

　洪水（外水氾濫）や内水氾濫によって、住宅地や田畑などが水で覆われたときの深さ（浸

水域の地面から水面までの高さ）を「浸水深」といいます。名古屋市では、浸水深をシミュ

レーションにより求めたもの（想定浸水深）をハザードマップに掲載しています。自宅など

がどの程度浸水する可能性があるのか確認しておきましょう。

名古屋市公式ウェブサイトでご覧いただけます。

「名古屋市防災アプリ」でも

確認できます。

※区役所・市役所でも閲覧できます。

防災に関する情報は、様々な手段で皆さんにお知らせします。

ハザードマップ

洪水・内水 地震津波

Twitter Facebook

緊急速報メール

対応する携帯電話に緊急情報を一斉

に配信するサービスです。利用して

いる携帯電話会社に確認しましょう。

「きずなネット防災情報」

登録型のメール配信サービスです。

m.saigai@cep.jpへ空メールを

送信し、返信メールの内容に沿って

登録しましょう。

検索名古屋市 防災マップのページ

Android iPhone

洪水（外水氾濫）・内水氾濫の想定浸水深とは？

ぼう   さい            かん                    じょう  ほう        
ひ   なんじょう ほう         　　　　　   

にゅう   しゅ　 ほう　ほう　　　　 れい

こう   ずい       がい   すい   はん    らん           ない   すい   はん   らん            そう   てい   しん   すい   しん

　　 こう ずい　 がい すい はん らん　　　 ない すい はん  らん　　　　　　　　　  じゅうたく   ち　　　 た   はた　　              みず　　 おお　　　　　　　　　　　　　 ふか　       しん

すい いき　　    じ　めん　　       すい めん　　　　　　   たか　　　　　　  しん すい しん　　　　　　　　　　　　　   な    ご    や    し　　　　　　　しん すい しん

　　　　　　　　　　　　　　　　 もと　　　　　　　　　　 そう てい しん すい しん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 けい さい　　　　　　　　　　　　　じ　たく

　　　　　　  てい  ど　しん すい　　　　   か  のう せい　　　　　　　　　　　 かく にん

こう ずい    ない すい

な    ご　 や    し  こう  しき　　　　　　　　　　　　　　　　らん

な    ご　 や    し  　ぼう さい

く  やく しょ     し  やく しょ             えつらん

ぼう さい       かん            じょうほう            さま ざま       しゅ  だん       みな                            し

ぼう さい

たい  おう　　　　 けい たい でん  わ 　　　きんきゅうじょうほう　　いっ  せい

       はい  しん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  り   よう

　　　　 けい たい でん  わ  がい  しゃ　    かく にん

とう  ろく がた　　　　　　　　  はい  しん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 から

そう  しん　　  　へん しん　　　　　　　　　ない よう　　　そ

とう  ろく

きんきゅう そく  ほう ぼう さい じょうほう

こう ほう  しゃ    な    ご    や    し   ぼう さい

けん  さく

つ   なみ じ  しん

　  な    ご    や    し  ぼう さい

かく にん
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障害のある方すべてに共通すること

　ここでは、障害のある方が指定緊急避難場所や指定避難所へ避難するときの注意点をまと

めました。

避難するときの留意事項

●自分や家族の安全が確保できたら、隣近所の安否を確認するなど、できる範囲でお互

いに助け合うことで、地域の被害を少しでも小さくしましょう。

●災害規模により、指定緊急避難場所や指定避難所へのルートやその場所が火災や地

割れなどにより避難できない可能性もあります。ラジオやインターネットなどによる情

報を確認しながら行動しましょう。

●非常持出品を持っていきましょう。

●白杖など、自力で移動するのに必要な道具は忘れずに携帯しましょう。白杖を持つこと

で、視覚に障害があることを周りの人に知らせることができます。

●普段の道も落下物や壁の倒壊などで通りにくくなっていることがあります。目が不自

由で、移動が困難であることを周りの人に伝え、必要な支援を頼みましょう。

目の不自由な方

●普段通り慣れた道も、落下物や壁などの倒壊、道路にできた亀裂や段差などで通りにく

くなっていることがあります。支援が必要な場合は、そのことを周りの人に伝えましょう。

肢体の不自由な方

●ラジオなどの情報が得られないということを周りの人に伝え、場合によっては、筆談な

どで教えてもらいましょう。

耳の不自由な方

しょうがい　　　　　　  かた　　　 し  てい きんきゅう  ひ  なん　ば  しょ　　　 し  てい　ひ  なん  じょ　　　 ひ  なん　　　　　　　　　　 ちゅう い　てん

しょう  がい   　　　　　　　　　　   かた　　　　　　　　　　　　　　　きょう    つう

 じ　ぶん　　　か　ぞく　　 あん ぜん　　  かく　ほ　　　　　　　　　　となり きん じょ　　  あん  ぴ　　　かく にん　　　　　　　　　　　　　　　　  はん  い　　　　   たが

　　　　 たす　　　あ　　　　　　　　　　  ち  いき　　　 ひ がい　　 すこ　　　　　　  ちい

 さい がい  き　 ぼ　　　　　　　　　し  てい  きんきゅう  ひ  なん　ば  しょ　　　  し  てい   ひ  なん じょ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ば  しょ　　　 か　さい　　　じ

 わ　　　　　　　　　　　　　　 ひ  なん　　　　　　　　　 か   のう せい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じょう

ほう　　  かく にん　　　　　　　　  こう どう

  ひ じょう もち だし ひん　　  も

め　　　　   ふ　　じ     ゆう　　　　かた

はくじょう　　　　　　  じ  りき　　　い  どう　　　　　　　　　 ひつ よう　　  どう  ぐ　　　わす　　　　　　  けい たい　　　　　　　　　　　はくじょう　　  も

　　 　　し  かく　　 しょうがい　　　　　　　　　　　　  まわ　　　　 ひと　　　し

   ふ　だん　　 みち　　  らっ  か　ぶつ　　  かべ　　  とう かい　　　　　　　とお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 め　　　 ふ　 じ

 ゆう　　　　 い  どう　　  こん なん　　　　　　　　　　　　  まわ　　　　 ひと　　  つた　　　  ひつ よう　　   し　えん　　たの

みみ　　　　 ふ　　じ     ゆう　　　　かた

　　　　　　　　　　　　   じょうほう　　　え　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 まわ　　　　  ひと　　 つた　　　　 ば  あい　　　　　　　　　　　   ひつ だん

　　　　  おし

し     たい             ふ      じ     ゆう            かた

ふ  だん とお　　  な　　　　　みち　    　 らっ　か  ぶつ　　  かべ　　　　　　  とう かい　  どう  ろ　　　　　　　　　  き  れつ　　  だん  さ　　　　　　　 とお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し  えん　　  ひつ よう　　  ば  あい　　　　　　　　　　　　　  まわ　　　　 ひと　　 つた

ひ　 なん　　　　　　　　　　　　　　  りゅう 　い　　じ　  こう
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　障害のある方を支援する方 （々地域の方々など）が避難するときに気を

付けるポイントを障害種別ごとに記載しました。

支援者としてできること

●薬や必要な用具を忘れずに持って避難しましょう。

●ヘルプマークやヘルプカードを身につけて、配慮が必要な人だということを周りの人

に知ってもらいましょう。

内部障害、知的障害、発達障害、精神障害、難病のある方

目の不自由な方

耳の不自由な方

肢体の不自由な方

内部障害や

難病のある方

知的障害、発達障害、

精神障害のある方

建物の倒壊や落下物などが把握できず、普段より移動に時

間がかかることがあります。周囲の状況を説明しながら誘導

しましょう。

サイレンやクラクションが聞こえなかったり、建物が倒壊す

る音などが聞こえないことがあります。命を守るのに必要な

情報は、筆談などで必ず伝えるようにしましょう。

とっさの動きがゆっくりになるおそれがあるので、本人の

ペースに合わせた誘導をするなどの配慮をしましょう。

車いすなどが使えないときは、背負う、複数人で抱える、毛

布やシーツに乗せるなど、本人の身体状況に配慮した支援

をしましょう。

異常な状況下でパニックになることがあります。優しい言葉

で状況を説明し、本人を安心させながら、指定緊急避難場所

や指定避難所まで一緒に行動しましょう。

区　分 支 援 内 容

ない    ぶ    しょう  がい　　　ち     てき   しょう  がい         はっ    たつ  しょう  がい　　　せい   しん  しょう  がい　　   なん  びょう 　                       かた

し　  えん　しゃ

くすり　　ひつ よう　　  よう  ぐ　　　わす　　　　　　　 も　　　　　 ひ  なん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  み　　　　　　　　　　　 はい りょ　　   ひつ よう　　  ひと　　　　　　　　　　　　　　　まわ　　　　 ひと

　　　し

　 しょうがい　　　　　　 かた　　　し　えん　　　　 かた がた　  ち　いき　　  かた がた　　　　　　　　 ひ なん　　　　　　　　　　　 き

つ　　　　　　　　　　　　　　しょうがいしゅ べつ　　　　　　   き  さい

め　　　 ふ　 じ  ゆう　　 かた

たて もの　　　とう かい　　 らっ　か  ぶつ　　　　　　　  は　あく　　　　　　　　  ふ  だん　　　　　い  どう　　　じ

かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゅう い　　  じょうきょう　  せつ めい　　　　　　　　  ゆう どう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 き　　　　　　　　　　　　　　　　　たて もの 　　  とう かい

　　おと　　　　　　　  き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  いのち　  まも　　　　　　  ひつ よう

じょうほう　　　  ひつ だん　　　　　　かなら　　 つた

 い じょう　　じょうきょう か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 やさ　　　　  こと   ば

　　じょうきょう　  せつ めい　　　 ほん にん　　 あん しん　　　　　　　　　　　　  し  てい きんきゅう  ひ なん    ば  しょ

　　　し  てい   ひ  なん じょ　　　　  いっ しょ　　  こう どう

くるま　　　　　　　　　　　つか　　　　　　　　　　　　　　  せ　 お　　　　  ふく すう にん　　  かか　　　　　　もう

  ふ　　　　　　　　　　　　 の　　　　　　　　　　  ほん にん　　　しんたいじょうきょう　　 はい りょ 　　　　　し　えん

うご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ほん にん

  あ　　　　　　　 ゆう どう　　　　　　　　　　　　　はい りょ

みみ　　　ふ　 じ  ゆう　　 かた

ない  ぶ  しょうがい

なんびょう　　　　　　 かた

  ち  てきしょうがい　  はったつしょうがい

せいしんしょうがい　　　　　　　かた

し  たい　　  ふ　 じ  ゆう　　 かた

く　　　 ぶん し　　　えん　　 ない　　  よう
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