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はじめに（本マニュアルの位置づけ） 

 

令和元年東日本台風（令和元年台風第１９号）により、群馬県内でも各

地で洪水、土砂災害による被害が相次ぎ、富岡市内におきましても甚大な

被害が発生しました。また、市内の雨量観測所で５００ｍｍ近い累積雨量

を観測しましたが、今後の地球温暖化による気候変動に伴う風水害の頻

発化、激甚化を踏まえると、同様の事象が発生し得る可能性は十分高いと

言えます。 

 

首都直下型地震や南海トラフ巨大地震など、大きな地震の発生も想定

されています。 

 

これから激甚化してくる災害に向かい合うために、本書（マニュアル）

では『自分（達）の命は自分（達）で守る』ための避難行動の考え方を整

理しました。 

 

行政だけの力には限界があります。個人（地域）が『自分ごと』として、

災害に向かい合う姿勢が重要です。本書を参考に、個人で、地域で避難行

動について考える機会を作ってほしいと思います。その機会を行政とし

ても全力でサポートさせていただきます。 

 

 

 

 

本マニュアルの構成 

 

１．富岡市における避難対応方針（全体） 

２．自分（達）がとるべき避難行動の確認 

３．適切な避難行動をとるために知っておくべきこと 

（１）平時～降雨初期の対応 ※特に風水害時 

（２）緊急時（避難行動）の対応 ※災害種別で対応が異なる 

（３）避難所生活・復旧期の対応 

巻末．避難行動における感染症対策のポイント 
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１．富岡市における避難対応方針（全体） 

自らの災害リスクを認識し、状況に応じた避難行動をとることができ

るように、まずは下記の対応方針をご確認ください。 

 
①自分の住んでいる場所は避難の必要がある場所なのかを確認する 

避難とは「難」を「避」けることであり、安全な場所にいる人まで、避

難所に行く必要はありません。本当に避難所に行く必要のある方を適

切に受け入れられるようご協力をお願いします。 

※危険な場所にいる人は、躊躇（ちゅうちょ）なく避難することが大原則

です。 

 

②避難所以外の親戚や知人宅等への避難が可能か確認する 

自宅が危険な場合など、緊急時に身を寄せる避難先は市が開設する指

定避難所（指定緊急避難場所）だけではありません。避難所が過密状態

になることを防止するためにも、可能な場合は安全な親戚や知人宅等

に避難することも検討しておきましょう。 

※遠くの親戚や知人宅に避難する場合は、避難途中に災害に遭わないよ

う、市からの避難情報の発令を待たずに早めに避難を完了しましょう。 

 

③上記①②にも当てはまらない場合には、躊躇なく避難所へ避難する 

避難情報（警戒レベル）の意味を正しく理解するとともに、周囲の異

変などを気にし、適切なタイミングで避難行動をとってください。ま

た、避難所に持参する持ち出し品は事前に準備しておき、季節にあっ

た服装、持参品で避難してください。 

※時期によってどのような感染症が流行しているかわかりません。マス

ク、体温計、及び手洗い用石鹸などの衛生用品を持参しましょう。 

 

 

→在宅避難 

→分散避難 

→避難所避難 
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２．自分（達）がとるべき避難行動の確認 

下図の「避難行動判定フロー」は風水害時の避難を想定していますが、

地震や火災時の状況も想定し、右ページ（４ページ）に示す「富岡市防災

マップ」を参考に、事前に避難場所を確認しておきましょう。 

 

【各避難のポイント】①在宅避難（５ページ参照）、②分散避難（６ページ参照）、 

③避難所避難（７～８ページ参照）、④垂直避難（９ページ参照）  
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「富岡市防災マップ」で自宅の災害リスクを確認しましょう。 

 

※ホームページからもダウンロードできます 

（ https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1558658747846/index.html ） 

 

防災マップの凡例のほか、下図も参考にしてください。 

 

出典）内閣府「避難行動判定フロー・避難情報ポイントに関するチラシ」を一部加工 
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① 在宅避難のポイント 

【在宅避難とは？】 

災害の危険性が低くなるまで、自宅に留まる避

難方法です。 

防災マップを確認し、自宅（周辺）に色が塗ら

れていない場合は比較的安全と言えます。かえ

って避難場所までの経路の方が危険な可能性

もあり、その場合、屋外へ避難する必要はないと考えます。 

また、在宅避難を選択することで、本当に避難が必要な方（防災マッ

プで自宅に色が塗られている方など）が、避難場所を利用することが

できます。 

【事前準備】 

在宅避難を選択すると、災害の危険性が低くなるまで自宅で籠城をす

ることになります。やり過ごせるだけの備えをしておきましょう。 

普段から食品や日用品を買いだめしている方も多いかと思います。そ

の状態で使用した食品や日用品を使用した分だけ補充するなどして、

無理なく備蓄を行

なってください。 

 

 

 

 

 

 

【当日対応】 

・テレビやスマートフォンなどで情報を収集し、不要不急の外出は控

えましょう。 

・窓や雨戸はしっかりとカギをかけ、必要に応じて補強しましょう。 

・側溝や排水口は掃除して水はけを良くしておきましょう。 

・風で飛ばされそうな物は固定したり、家の中へ格納しましょう。 

・飛散防止フィルムなどを窓ガラスに貼ったり、万一の飛来物の飛び

込みに備えてカーテンやブラインドをおろしておきましょう。 

・断水に備えて飲料水を確保するほか、浴槽に水を張るなどして生活

用水を確保しましょう。 

※賞味期限切れになってしまう前に消費する、経済的な方法
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② 分散避難のポイント 

【分散避難とは？】 

指定避難所（指定緊急避難場所）以外の

安全な避難先（親戚・知人宅やホテルな

ど）へ避難する方法です。 

防災マップを確認し、自宅（周辺）に色

が塗られている場合は、原則、屋外の避

難場所へ避難を行なう必要があります。

しかし、指定避難所（指定緊急避難場所）での感染症リスクを踏まえ

ると、親戚・知人宅やホテルなどへの避難が有効な手段となります。 

また、指定避難所（指定緊急避難場所）の収容可能人数の限界を踏ま

えると、分散避難を選択することで、指定避難所（指定緊急避難場所）

以外の避難先が確保できない方が利用することができます。 

【事前準備】 

平時のうちから、避難先の候補となり得る親戚・知人宅やホテルなど

の災害危険性について、ハザードマップなどで調べておきましょう。 

親戚・知人宅やホテルなどの災害の危険性が低い場合には、いざとい

う時のために、避難経路や移動時間も確認しておきましょう。 

■市外に親戚・知人がいる場合などの災害リスクの確認方法 

ハザードマップポータルサイト（ https://disaportal.gsi.go.jp/ ） 

①｢わがまちハザードマップ」でハザードマップを確認 

※公開されていない場合や古い場合は下記（②）も参照 

②｢重ねるハザードマップ」で親戚・知人宅の住所を検索して確認 

また、避難先として想定している親戚・知人に事前にその旨を伝えて

おきましょう。ホテルなどの民間施設の利用を想定している方は、災

害時に使用可能か確認しておきましょう。 

【当日対応】 

・テレビやスマートフォンなどで情報を収集し、早めに移動（避難）

を始めましょう。 

・移動する前には、自宅の被害軽減対応をしておきましょう。 

－窓や雨戸はカギをかけ、必要に応じて補強しておきましょう 

－風で飛ばされそうな物は固定したり、家の中へ格納しましょう 

－飛散防止フィルムなどを窓ガラスに貼ったり、万一の飛来物の飛

び込みに備えてカーテンやブラインドを下しておきましょう 
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③ 避難所避難のポイント（自宅の災害リスク高） 

【避難所避難とは？】 

指定避難所（指定緊急避難場所）へ避難する方

法です。 

防災マップを確認し、自宅（周辺）に色が塗ら

れている場合は、原則、屋外の避難場所へ避難

を行なう必要があります。親戚・知人宅やホテ

ルなどの避難先が確保できない方は、躊躇なく指定避難所（指定緊急

避難場所）へ避難をしてください。（→富岡市防災マップを参照） 

【事前準備】 

避難先となる学校などの指定避難所（指定緊急避難場所）やそこまで

の避難経路・移動時間を確認しておきましょう。また、普段から家族

で連絡方法なども話し合っておきましょう。 

非常持ち出し品は事前に準備しておきましょう。いざという時に準備

を始めると適切なタイミングで避難が開始できません。また、指定避

難所（指定緊急避難場所））の一人当たりのスペースは限られています

ので、防災リュックなどにまとめられる分が理想です。 

【当日対応】 

・適切なタイミングでの避難行動の開始 

市から発令される避難情報や周囲の異変を参考に、適切なタイミン

グで避難行動を開始してください。 

 

 

出典）富岡市防災マップ 
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・避難所への必要物資の持参 

市の備蓄品には限りがあります。風水害時、事前に避難する際は、

自分の必要なものは自分で持参しましょう。なお、その際、必要な

物品を持って行けるよう時間に余裕をもって、降雨が激しくなる前

に避難をしてください。 

＜避難所に持っていくもの（例）＞ 

マスク（タオル等）、アルコール消毒液（ウェットティッシュ等）、

体温計、寝具（毛布等）、敷物、食料と飲料水、着替え、携帯ラジ

オ、モバイルバッテリー など 

※市の備蓄品に無いものや数に限りもあることから、自分の必要 

なものは自分で持参することを徹底するようお願いします。 

 

・指定避難所（指定緊急避難場所）の衛生環境の確保 

物品等は定期的に、また汚れがあることを確認できるときは、家庭

用洗剤を用いて清掃するなど、避難所の衛生環境をできる限り整え

ましょう。 

 

・十分な換気の実施、スペースの確保等 

指定避難所（指定緊急避難場所）では十分な換気に努めていきます。

また避難される方が十分なスペースを確保できるよう留意します。

避難される皆さんも換気の協力や、本当に避難を必要とする方が指

定避難所（指定緊急避難場所）に行けるよう配慮をお願いいたしま

す。 
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④垂直避難のポイント（自宅の災害リスク高） 

【垂直避難とは？】 

河川氾濫や土砂災害の危険性が高まった際

に、遠くの避難先まで避難することの方がリ

スクが高いと判断したときに、自宅や近隣建

物の高層階（浸水しない階）に避難する方法

です。 

浸水や土砂災害など自宅が被害に遭う場合も

ありますが、命を守るための最終手段としてお考えください。 

浸水が引いたり土砂災害の危険性が低くなるまで、留まらなければな

らないため、十分な備蓄が必要となります。また、不便が生じる可能

性が高いので、原則、分散避難や避難所避難ができるタイミングでの

避難を行なうことが理想です。 

 

【いざという時の垂直避難が可能か判断してみましょう】 

富岡市防災マップを確認し、下記の❶～➌を確認しましょう。 

 

➌水がひくまで我慢できるか、水・食糧などの備えは十分か 
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３．適切な避難行動をとるために知っておくべきこと 

災害時の適切な避難に向けては、平時からの準備や情報収集、緊急時の

避難タイミングの決定など、それぞれの段階を意識した対応が求められ

ます。下記の段階ごとに対応すべきことを確認しておきましょう。 

 

 

（１）平時～降雨初期の対応   … 主に避難準備や情報収集 

      ※特に、風水害時（地震・火災の場合も①②は確認） 

   

（２）緊急時（避難行動）の対応 … 主に避難行動や避難支援 

                   ※災害種別で対応が異なる 

   

（３）避難所生活・復旧期の対応 … 主に避難所運営や復旧対応 

 

 

 

 

※以降、避難所生活・復旧期 

 

平時～降雨初期 緊急時（避難行動）

事態の進展

平時～降雨初期 緊急時（避難行動）

事態の進展



平時～降雨初期 → 緊急時(避難行動) → 避難所生活・復旧期 
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（１）平時～降雨初期の対応 

 

①とるべき避難行動と避難場所の確認 

・本マニュアル３ページ「２．自分（達）がとるべき避難行動の確認」

の結果を確認し、避難場所の候補を検討しておきましょう。 

■とるべき避難行動（□に✓しましょう） 

 □ 在宅避難 （自宅） 

 □ 分散避難 （親戚・知人宅） 

 □ 避難所避難（指定避難所・指定緊急避難場所） 

 □ 垂直避難 （自宅や親戚・知人宅など） 

 

■避難場所（下記のカッコ内に記入しましょう） 

 候補１ （                         ） 

 候補２ （                         ） 

 候補３ （                         ） 

 

②非常持ち出し品（防災リュック）や備蓄品の準備 

・避難を決断したタイミングですぐに避難が開始できるように、事前に

非常持ち出し品（防災リュック）を準備しておきましょう。 

・在宅避難や垂直避難は災害の危険性が低くなるまで籠城することにな

ります。ローリングストックを活用し、備蓄をしておきましょう。 

 

出典）富岡市防災マップ 

※食料、飲料水は、最低３日間、推奨１週間分を備蓄しましょう。 

※マスク、体温計、及び手洗い用石鹸などの衛生用品も持参しましょう。  



平時～降雨初期 → 緊急時(避難行動) → 避難所生活・復旧期 
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③気象情報や避難情報などの情報収集 ※富岡市防災マップも要確認！ 

・気象情報や避難情報の意味を平時から理解するよう努めましょう。 

・適切なタイミングで避難を決断できるように、雨が降り始めたら『警

戒モード』に入り、情報収集をしましょう。 

 

■富岡市が発令する警戒レベル３～５ ―――――――――――――― 

 

出典）内閣府「避難行動判定フロー・避難情報ポイントに関するチラシ」 



平時～降雨初期 → 緊急時(避難行動) → 避難所生活・復旧期 
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■富岡市や気象庁などが発表する警戒レベルと相当情報 ―――――― 

 

出典）内閣府「避難行動判定フロー・避難情報ポイントに関するチラシ」 

 

■警戒レベルなどの情報の入手方法 ――――――――――――――― 

※とみおかインフォメールを登録しておきましょう！ 

 

出典）富岡市防災マップ 

 

 



平時～降雨初期 → 緊急時(避難行動) → 避難所生活・復旧期 
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■身近な異変に気付く（河川の水位と土砂災害の予兆現象） ――――― 

 

 
出典）富岡市防災マップ 

 

■地域で備え、助け合う ―――――――――――――――――――― 

 

出典）富岡市防災マップ 

 



平時～降雨初期 → 緊急時(避難行動) → 避難所生活・復旧期 
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■押さえておきたいＷｅｂサイト ―――――――――――――――― 

 群馬県防災ポータルサイト（群馬県） 

https://gunma.secure.force.com/ 

 

 

 川の水位情報（国土交通省） 

 http://urx.space/Qq9W 

 

 

気象情報、土砂災害警戒情報、 

避難情報、避難所開設情報等が 

確認できます 

中小河川の水位や 

カメラ映像を確認できます 



平時～降雨初期 → 緊急時(避難行動) → 避難所生活・復旧期 
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 危険度分布（気象庁） 

（洪水）https://www.jma.go.jp/jp/suigaimesh/flood.html 

（土砂）https://www.jma.go.jp/jp/doshamesh/index.html 

 

 

 Yahoo!防災速報  

https://emg.yahoo.co.jp/  

河川の洪水危険度や 

土砂災害危険度が 

確認できます 

スマートフォンなどに 

各種情報を通知して 

お知らせしてくれます 



平時～降雨初期 → 緊急時(避難行動) → 避難所生活・復旧期 
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（２）緊急時（避難行動）の対応 

 

①‐１【風水害時の避難】気象情報・避難情報と対応行動  

■警戒レベル２ 

気象情報・避難情報 対応行動 

＜気象庁＞ 

大雨注意報、洪水注意報 

警戒モードに入り情報収集を開始 

 

富岡市防災マップや本マニュアル

などで避難方法などを確認 

■警戒レベル３ 

気象情報・避難情報 対応行動 

＜富岡市＞ 

避難準備・高齢者等避難開始 

＜気象庁＞※相当情報 

大雨警報、洪水警報、 

氾濫警戒情報 

危険な場所から高齢者等の避難に

時間のかかる方は避難を開始 

 

親戚・知人宅など避難場所まで距

離がある方も避難を開始 

■警戒レベル４ 

気象情報・避難情報 対応行動 

＜富岡市＞ 

避難勧告、避難指示（緊急） 

＜気象庁＞※相当情報 

土砂災害警戒情報、 

氾濫危険情報 

危険な場所から全員が避難を開始 

 

避難が危険な場合には、垂直避難

など柔軟に対応 

■警戒レベル５ 

気象情報・避難情報 対応行動 

＜富岡市＞ 

災害発生情報 

＜気象庁＞※相当情報 

大雨特別警報（土砂災害） 

＜国土交通省、県＞※相当情報 

氾濫発生情報 

命を守る最善の行動をとる 

 

 

※相当情報：住民の皆さんが主体的に避難行動等を判断するための参考

となる状況情報 
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①‐２【大地震時の避難】対応行動と留意事項  

強い地震によって、建物・工作物の倒壊や火 

災、地盤の崩壊の発生する恐れがある場合の避 

難行動 

 

（１）対象となる住民  

・震度５以上の地震発生可能性のある地域にお住まいの全住民 

※特に、上高田や上丹生では震度７の可能性があります。 

・液状化現象の発生可能性のある地域にお住まいの住民 

※黒川や七日市周辺では危険性が高いと想定されています。 

・富岡市防災マップ３～４ページを確認してください。 

 

出典）富岡市防災マップ 
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（２）自らの身を守る行動  

・細かな揺れを感じたら迷わず反応してください。 

地震は、まず細かな“たて揺れ（初期微動・Ｐ波）”、その後、大き

な“よこ揺れ（Ｓ波）”がやってきます。 

・緊急地震速報が出た時も反応してください。 

気象庁のＪ－ＡＬＥＲＴによる緊急速報メールやテレビ・ラジオの

緊急地震速報が出た時も同様です。 

 

 

【初動対応】 

①まず、テーブル・机・ベッドの下などに潜り込む、低

い体勢をとる。クッション等、なければ手のひらを後

頭部に付けて、頭部を保護し、動かない。 

②あわてず火の始末をする。火から離れている時は無理

に消そうとせずに、いったん揺れが収まってから、みん

なで協力して調理器具や暖房器具の火を消す。 

※地震の際に、命の次に優先する事項は、火事を防ぐことです。火が出

た時には「火事だ！」と隣近所にも助けを求めて、小さなうちに消し

ましょう。 

※木造建物の２階にいる時はあわてて降りず、安全確認をしてからおり

ましょう。 

【避難するタイミング】 

①自主避難 

・揺れが収まったら、家族と声を掛け合い、家の中の状況を確認 

・柱のヒビや傾き、基礎のズレ等が生じた時は、速やかに建物から退去 

②避難勧告の発令 

・地震に伴う建物倒壊や火事の恐れがあり、住民は速やかに避難開始 

③避難指示（緊急）の発令 

・地震に伴う建物倒壊や火事などの危険が切迫しており､住民はただち

に避難開始 
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（３）避難時の留意事項  

・開けられるドアや窓を探して出口を確保しましょう。 

・可能な範囲で長袖・長ズボンに着替えて手袋・軍手をつけましょう。 

・履き慣れた足の甲まで保護できる靴を履きましょう。 

・電気のブレーカーを落としましょう。 

（通電時のショートなどによる火災の防止） 

・無理のない範囲で、非常持ち出し品を持ち出しましょう。 

・可能な限り施錠を行ないましょう。 

（空き巣は震災２日目から増える傾向にあります） 

・避難にエレベーターは使わないようにしましょう。 

（閉じ込めや落下の可能性があります） 

・ガラスなどの破片や地割れ、液状化による地面の凸凹、頭上からの落

下物に注意しながら、あわてず、避難場所へ移動しましょう。 

・近隣で生き埋め、閉じ込めが発生していないか、声を掛け

合って確認し、できる範囲での救助や消防などへの通報を

行ないましょう。 

・避難行動要支援者の方で、地元で支援者が決められてい

る場合は、連絡をとってから一緒に避難しましょう。 
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①‐３【大火災時の避難】対応行動と留意事項  

市街地、集落に発生した火災によって、 

広範囲に延焼の恐れがある場合の避難行動 
 

（１）対象となる住民  

・市街地や集落が密集していて、発生した火災が延焼する可能性があ

る地域に居住の住民 
 

（２）自らの身を守る行動  
 

【避難するタイミング】 

①自主避難 

・熱風や燃焼音、炎の明るさを感じたら火の手の反対へ避難 

②避難勧告の発令 

・火災の延焼による危険性があるため、一般の住民においては、安全の

ため速やかに避難を開始 

③避難指示（緊急）の発令 

・火災の延焼による著しい危険が切迫しており、ただちに避難を開始 

 

（３）避難時の留意事項  

・煙が立ち込めてきた場合､有毒物質が含まれている可

能性があるので、姿勢を低くしてタオルやハンカチを

口に当てでできるだけ煙を吸い込まないようにしましょう。 

・できるだけ個人で行動せず、近隣住民などと一緒に避難しましょう。 

・近隣で火災建物に取り残された方がいる場合は､速やかに消防への通

報を行なっていただき、無理な人命救助や建物に忘れ物を取りに帰る

などの行為はしないようにしましょう。 

・避難行動要支援者の方で、地元で支援者が決められている場合は、連

絡をとってから一緒に避難しましょう。 

・マンション等で階段に煙が上がってくる時は階下に降りようとせず、

屋上等で救助を待ってください。エレベーターの使用は厳禁です。 
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①‐４【第三国からのミサイル攻撃時の避難】対応行動と留意事項  

第三国から飛来するミサイル等の攻撃兵器による、

爆風・熱風・火災・建物工作物の倒壊など発生する恐

れがある場合の避難行動 
 

（１）対象となる住民  

・ミサイル等の着弾地、着弾想定地付近の住民 

 

（２）自らの身を守る行動  

・緊急速報メールが発信されます。 

弾道ミサイルが日本の領土・領海に落下または通過す

る可能性がある時、Ｊ－ＡＬＥＲＴによる緊急速報メールやテレ

ビ・ラジオの緊急速報が出ますが、数分で日本へ飛来します。 

 

【速報が発信された場合の対応】 

①まず、屋内・地下へ避難 

・できるだけ鉄筋コンクリート造などの頑丈な建物が望ましい。 

・自動車の車内は､ミサイルの破片などで燃料のガソリンに引火する危

険があるので、車を止めて建物、地下に避難する。 

・周囲にない場合は車から離れ、地面に伏せ、頭部を保護する。 

②屋内での安全を確保 

・できるだけ窓から遠ざかり、窓のない部屋で地面に伏せ、頭部を保護

する。 

 

（３）ミサイルが着弾した時の対応 

・テレビやラジオ、インターネットの情報に注意しましょう。 

・国や市からメールなどを通じた指示があれば､その情報等にしたがっ

て行動しましょう。 

・近くに着弾した場合には､口や鼻をハンカチなどで覆いながら､密閉

性の高い屋内の部屋や着弾地の風上に避難しましょう。 
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②「小集まり」を基本とした避難の流れ（富岡市推奨モデル） 

地域内の公会堂などの安全が確認できる場合には、まずは小集まりを

意識した避難行動を行ないましょう。 

地域内の小集まり場所 ：                    

地域避難所      ：                    

※行政区ごとに小集まり場所を決めておくなど、事前に地域で話し合っ

ておくことが大切です 

 
 

■行政の対応 

地域避難所の認定 

地域にある公会堂等を「地域避難所」に認定することにより、避難所の

確保に努めています。 
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③避難行動要支援者の避難支援  

地域には、健康に加齢し自力で避難対応をとれる方のほか、自力では

避難が困難な方（避難行動要支援者）がいます。避難所へ避難する場合

などには、感染症対策を徹底した上で、できるだけ声を掛け合って避難

を行なってください。 

地域の力だけでは支援が難しい要配慮者がいる場合には、事前に市に

相談してください。 

 

出典）富岡市防災マップ 

 

■行政の対応 

避難行動要支援者の登録および富岡市避難支援プラン全体計画の策定 

高齢者や障害者など災害時の避難にあたって支援が必要となる方のう

ち、家族による避難支援が困難な方を対象に、事前に「避難行動要支援

者」として情報を登録し、災害発生時の支援体制を確立するため「富岡

市避難支援プラン全体計画」を策定しています。 

災害発生時に、要支援者の安全を守るため、地域における共助を基本と

した支援体制を整備することを目的としています。 

（参考 URL：https://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/1434070401222/index.html ） 
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（３）避難所生活・復旧期の対応 

 

①安否確認と緊急連絡先  

・通信の集中などで連絡がつかない場合、危険な地域に安否を確認しに

いくことは大変危険です。 

・平時からＮＴＴ災害用伝言ダイヤルなどの活用も検討しておき、いざ

というときにも安否が確認できる仕組みを構築しておきましょう。 

 

 
出典）富岡市防災マップ 

 

 

②避難所運営 

・基本的には、避難所の開設は市が行ないますが、市内の複数箇所に避

難所を開設するため、市職員の人数にも限りがあります。そのため、

避難してきた市民のみなさんも、地域の防災活動の一環として、可能

な限り避難所運営へのご協力をお願いします。 
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避難行動における感染症対策のポイント 

 

新型コロナウイルス感染症の蔓延は、『避難時の感染症対策』について

考える貴重な機会となったと考えます。以降のポイントも踏まえ、躊躇の

ない避難行動を心がけてください。 

 

ポイント１：分散避難の検討と指定避難所への躊躇のない避難  

・感染症対策を踏まえた指定避難所（指定緊急避難場所）の密集回避、す

なわち『分散避難』が重要な観点となります。 

・「在宅避難や親戚・知人宅への分散避難」の可能性を検討し、あてがな

い場合には市内の指定避難所（指定緊急避難場所）への水平避難で対応

することになります。その場合には、躊躇なく避難行動をとりましょう。 

 

ポイント２：個人による感染症対策備品の準備  

・市としては可能な限り指定避難所（指定緊急避難場所）での感染症対策

を行ないます。 

・しかし、市の準備にも限界がありますので、原則、個人で準備した手指

消毒液やマスク等による感染症対策の徹底をお願いします。 

 

ポイント３：避難先での手洗い、咳エチケット等の基本的な対策の徹底  

・避難者や指定避難所（指定緊急避難場所）の運営に携わる方は、断水

等の影響がない場合、頻繁に手洗いをしましょう。 

・咳エチケット等の基本的な感染症対策も徹底しましょう。 
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