
令和４年６月６日  

各学区区政協力委員長 様 

中村区総務課長  

「なごやハザードマップ防災ガイドブック」の市公式ウェブサイトでの 

公表について（お知らせ） 

  本市では令和4年3月に全戸配布した風水害（洪水、内水氾濫、高潮）ハザードマップに加え、地

震、津波、ため池などすべての災害を掲載した新しいハザードマップと、冊子形式で防災情報や日ご

ろからの備えなどをまとめた防災ガイドブックを１つに取りまとめた「なごやハザードマップ防災ガ

イドブック」の作成に取り組んでおり、令和5年3月に全戸配布を予定しております。この度、令和５

年3月の全戸配布に先立ち「なごやハザードマップ防災ガイドブック」のデータ版を作成しましたの

で、以下のとおり市公式ウェブサイトに掲載します。 

  ハザードマップは「命を守るための地図」です。激甚化する災害から自身や大切な家族の命を守る

ために、一人ひとりが防災意識を高めていく必要があります。本市のおいても、ハザードマップ等の

周知・啓発に努めて参りますので、防災意識や地域防災力のより一層の向上にご協力いただきますよ

う、よろしくお願いします。 

１ 市公式ウェブサイトに掲載する内容 

名 称 公表する主な内容 

なごやハザードマップ 

防災ガイドブック

ハザード 

マップ 

〇洪水、内水氾濫、高潮（浸水深、浸水継続時間） 

〇津波（津波災害警戒区域(基準水位)、浸水開始時間） 

○地震（震度、液状化） 

○ため池（浸水深、到達時間）  

※洪水、内水氾濫、高潮、地震、ため池ハザードマップに

ついては、土砂災害（特別）警戒区域も記載 

マップ ○指定避難所 

ガイドブック 〇情報学習面 〇わが家のマイ・タイムライン 〇区情報 

２ 掲載日 令和４年６月下旬（現時点では6月24日を予定） 

３ 掲載場所

４ 今後のスケジュール 

日 程 内 容 

令和４年６月 
〇風水害ハザードマップの運用開始 

〇なごやハザードマップ防災ガイドブックを市公式ウェブサイトに掲載 

令和４年９月 〇地震、津波、ため池ハザードマップの運用開始 

令和５年３月 〇なごやハザードマップ防災ガイドブックの全戸配布 

名古屋市 防災マップ（暮らしの情報） 検索 

QRコード 



５ 本件の周知・啓発について 

 本件について周知・啓発するためのチラシ等を以下のとおり作成しましたので、貴学区内に配布等し

ていただき、風水害に備えた地域の防災活動にお役立てくださいますようお願いいたします。 

（１）ハザードマップ改定・公表に関する啓発用チラシ・ポスター 

内  容：「なごやハザードマップ防災ガイドブック」の公開にあたって、地域住民の方に災害

の危険性の確認等を促すチラシ及びポスター 

配 布 等：コミュニティセンター等でのポスター提示や学区の実情等を踏まえた地域防災活動

でのチラシ・ポスターの活用による周知をお願いします。 

（２）災害対策委員News vol.2 

内  容：地域と区役所の橋渡し役を担っていただく災害対策委員等に向けて、「なごやハザー

ドマップ防災ガイドブック」について紹介するとともに、地域住民の方に対し周知

・啓発していただきたい事柄を掲載 

配布対象：貴学区の災害対策委員 

（総務課 担当：田中 電話：453-5304）



ハザードマップの改定について

①どうしてハザードマップが新しくなるの？

・近年、全国各地で災害が激甚化・頻発化
⇒国の目標：少なくとも命を守り、社会経済に壊滅的な被害が

発生しない
・平成27年に水防法の改正により、洪水、内水氾濫、高潮のハザー
ドマップの作成を義務付けられる
・令和３年度にハザードマップの基となる浸水想定が出揃う

②新ハザードマップ
「なごやハザードマップ防災ガイドブック」の作成

洪水、内水氾濫、高潮に加え、地震津波等のすべての災害を対
象にしたマップと、防災情報や日ごろからの備えなどをまとめた
ガイドブックを令和５年３月に全戸配布予定。
ガイドブックの裏表紙内側のポケット部分に、すべてのマップ

とマイタイムラインを差しこみ、１冊で保存ができます。

ハザードマップの改定へ！

想定し得る最大規模の
浸水ってなあに？

●近年の豪雨における降雨量

③想定し得る最大規模の浸水想定をもとにハザードマップを作成することが義務付けられた

台風は、伊勢湾台風よりも大き
い室戸台風級の台風が襲来して、
この地域で被害が一番大きい場
合の想定だって。
防潮壁を越えるような高潮を想
定しているのよ。

洪水は、例えば庄内川の場合、東海豪雨の1.5倍以上の雨（24時間の間に578㎜）
を想定しているんだよ。イメージとしてバケツをひっくり返したように降る雨が
１日中続く感じなんだ。

※このような雨が広い範囲で降ると、最悪の場合、ハザードマップに示したような
災害の恐れがあります。

（特定地点の降雨量）

地点 降雨量 主な災害

平成30年7月豪雨 馬路村（高知県） 691㎜/24ｈ
西日本を中心に多くの河

川が氾濫

令和2年7月豪雨 日田市（大分県） 497㎜/24ｈ 球磨川の氾濫

令和3年7月 箱根町（神奈川県） 543㎜/24ｈ
熱海市で大規模な
土砂災害

満潮時など、最悪の条件が重
なった時を想定しているのね。

「過去に起こった最大規模等」⇒「想定し得る最大規模」の浸水想定

ガイドブック

・各種災害のマップ
・避難所マップ
・マイ・タイムライン
（本紙「⑥ご家庭でも避難
について話し合いましょ
う」参照）

差しこみ



④「浸水想定の大きく変わる風水害」について「広報なごや特集号」でいち早くリスク情報を提供！
（令和4年3月号）

命を守るための避難行動を確認してください
想定される風水害の種類ごとに、自宅周辺の浸水深など災害の危険性を確認しておきましょう
名古屋市から出される「避難を判断するための情報」とその入手方法を確認しておきましょう
「避難行動の目安」に基づく具体的な避難先とそこまでの経路や時間を確認しておきましょう

ハザードマップで何を確認すれば良いのかな？

令和５年３月の地震・津波を
含む新しいハザードマップの
配布より前に、ホームページ
でも確認できるのね。

◆地域でのきめ細やかな周知・啓発に取り組みます

・総合水防訓練、総合防災訓練、津波防災の日など
・さまざまな広報媒体の活用

・地域（学区等）での説明会や勉強会
・地区防災カルテを活用した地域での話し合い
・市政出前トーク など

・自宅にとどまる（在宅避難）
・安全な親戚、知人宅に避難する
・命を守るための避難場所（指定緊急避難場所）へ避難する

⑤「命を守る地図」（ハザードマップ）の周知・啓発に
取り組みます。

新ハザードマップは全戸配布にさきがけて、令和４年６月から公式ウェブ
サイトで見ることができます。

◆さまざまな機会をとらえ広報啓発に取り組みます

啓発用のチラシ
メディア
SNS

⑥ご家庭でも避難について話し合いましょう

マイ・タイムラインは、災害が迫った時、命を守るために
どう行動するのかを事前に考えて、時系列にまとめておくも
のです。
ご家庭でもマイ・タイムラインを作成しながら、避難行動
について考えましょう。

あらかじめ時系列にまとめ、
整理しておくことで、いざ
というときに、慌てずに避
難ができるのね。







平成12 年東海豪雨西区あし原町・ 新川破堤箇所

（「 東海豪雨水害に関する記録（ 名古屋市）」 より ）

災害対策委員News

名古屋市では、平成12 年9 月の東海豪雨において、

新川左岸堤防が破堤し、天白川流域でも氾濫が発生す

るなど、市内の約37％が浸水しました。

近年、全国各地で豪雨災害が頻発しています。名古

屋市でいつ起きてもおかしく ない大規模風水害に対す

る備えを、今一度見直してみましょう。

災害対策委員News とは

市の防災対策に関して、地域と本市との橋渡し

役をお願いしている災害対策委員（ 区政協力

委員が兼務） の皆様に、防災に関する情報を

このNews で定期的にお届けいたします。

次の災害のハザードマップ等を作成

●洪水 ● 内水氾濫 ● 高潮 ● 地震
●津波 ● ため池氾濫 ●指定避難所

災害ごとの注意点、 身を守るための行動、

被災したときの心得やマイ・ タイムライン

などを掲載。

マイ・ タ イムライン

は、災害時に「 いつ」

「 誰が」「 どのよう に

行動するか」 を時間

の流れに沿って考え

ておく ものです。
（ ガイドブックには、マイ・
タイムラインを作るための
解説も記載しています。）

近年全国各地でかつて経験したことのない

記録的な大雨による被害が発生しているこ

とを踏まえ、発生頻度は低いものの、過去

の災害規模を上回る「 想定し得る最大規模」

の風水害（ 洪水、内水氾

濫、高潮） ハザード マッ

プを作成しました。
（ 広報なごや特集号（ 令和4年3月）
にて、事前にお知らせしていま
す。）

TOPIC 防災に関する備えはこの１冊で！
～「 なごやハザードマップ防災ガイドブック」 を作成～

「 なごやハザードマップ防災ガイドブック」 とは？

POINT“ 想定最大規模” の風水害 POINT マイ・ タイムラインの作成

名古屋市 防災マップ（ 暮らしの情報） 検索

風水害、地震、 津波などの災害リスクを掲載したハザードマップと、 防災情報や日ごろからの

備えなどを掲載したガイドブックを「 なごやハザードマップ防災ガイドブック」 としてまとめてい

ます。 令和4年6月以降市公式ウェブサイトに掲載し、令和5年3月には全戸配布を行う予定です。

ハザードマップハザードマップ 防災ガイドブック防災ガイドブック

令和４年６月発行
vol.2



台風・ 大雨など災害の発生に備え、地域住民の方 が々防災に関する次のような取り組みを行っていた

だけるよう、地域の防災リーダーである災害対策委員の皆様からの周知・ 啓発をお願いいたします。

新しいハザードマップを見ながら、次のことを

確認・ 検討しておきましょう。

□ 自宅・ 自宅周辺に災害リスクはあるか
□ 自宅近くの指定緊急避難場所はどこか
□ 災害時、どこにどの経路で避難するか

災害時には近隣で助け合う「 共助」 が必要不

可欠です。日ごろから顔の見える関係を築き、

災害に備えましょう。

□ 日ごろのお付き合いを大切に
□ 地域の防災訓練や行事に参加

災害時に市から出される「 避難を判断するた

めの情報」 の意味を理解し、 その情報を確実に

手に入れられるように、いろいろな手段を試し

てみましょう。

【 防災情報を入手する方法の例】

□ テレビ・ ラジオ
□ 市公式ウェブサイト
□ 緊急速報メール・ きずなネット防災情報

□ 市公式ＳＮＳ

避難に時間のかかる方（ ご高齢の方、

障害のある方、乳幼児等） とその支援

者は、「 警戒レベル３ 高齢者等避難」

で避難する必要が

あります。

発行： 名古屋市防災危機管理局地域防災室

▼ 避難行動の目安

▼ 避難を判断するための情報

名古屋市宿泊施設避難助成金制度

※１または※２の区域にお住まいの方は、
ホテル・ 旅館等へ避難する際に
助成金制度を利用できる場合があります。

① 避難行動の見直し

② 防災情報の理解・ 入手

③ 身を守るための助け合い

※１
※２

災害対策委員の皆様から

周知・ 啓発をお願いします

災害対策委員の皆様から

周知・ 啓発をお願いします

Twitter（ 名古屋市防災）

Facebook（ 名古屋市防災）

LINE（ 名古屋市）


