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Ⅰ 想定される災害リスクの確認

最初に，身の回りにどんな災害リスク（危険性）があるのかを調べます。

本市は，地震の発生が少ない地域であり，気象庁の統計記録によると本市で観測した最大震

度は４です。しかし，マグニチュード６クラスの地震は全国どこにでも起こる可能性があると

されており，地震の規模により建物の倒壊や液状化の発生危険があります。

水害については，石狩川に多くの支流が合流し，下流の神居古潭の流路が狭くなっているた

め，洪水が発生しやすく市内の広範囲で浸水危険があります。また，山間部や住宅地に急傾斜

地などが存在しているため，降雨や地質が原因で土砂災害の発生危険もあります。

地震や集中豪雨が発生した場合は，ため池の決壊により，ため池周辺や下流の住宅地で浸水

危険があります。

このようなことから，本市では，次のハザードマップを作成していますので，日頃から自宅

とその付近の災害リスクを確認しましょう。

地震時の危険度を示しています。

（問い合わせ先）

建築部建築指導課 電話２５－８５９７

URL：https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/522/53901/5439010/p003979.htm l

洪水時の洪水浸水想定区域を示しています。

（問い合わせ先）

防災安全部防災課 電話３３－９９６９

URL：https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/320/ kouzui/d065806.html

土砂災害時の土砂災害警戒区域を示しています。

（問い合わせ先）

防災安全部防災課 電話３３－９９６９

URL：https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/320/dosya/d053295.html

ため池決壊による浸水想定区域を示しています。

（問い合わせ先）

農政部農林整備課 電話２５－７４５９

URL： https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/364/374/376/d063461.html

ＱＲコード

○地震防災マップ

○洪水ハザードマップ

○土砂災害ハザードマップ

○ため池ハザードマップ
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Ⅱ 避難行動マニュアル

１ 地震編

（１）地震に備える

ア 地震防災マップで自宅の揺れやすさや液状化の危険度などを確認しましょう。

イ 自宅の安全確認

・耐震診断を行い，必要に応じて自宅の耐震補強などを行いましょう。

・家具などは倒れないように固定し，家具の上に物を置くことは避けましょう。

・ガラスなどの割れやすい物には，飛散防止フィルムを貼りましょう。

・家具などは，出入口や就寝場所に倒れないよう配置を工夫しましょう。

・避難するときに備え，玄関まわりは整理整頓しましょう。

・暖房器具のまわりには，燃えやすい物を置かないようにしましょう。

・カーテンや寝具などは，燃えにくい防炎加工された物を使用しましょう。

・ブロック塀にヒビ割れがある場合などには，補修，補強又は撤去しましょう。

ウ 避難が必要な場合に備え，避難する場所や避難経路を確認しましょう。

エ 避難時に携行する非常持出品を準備しましょう。

（２）避難行動

３頁の（５）避難行動（地震のとき）のフロー図を参考にしましょう。

（３）避難時の注意事項

ア 避難する場所は避難所だけでなく，被災していない親戚や友人宅も考えましょう。

イ やむを得ない場合を除き，徒歩で，あらかじめ決めていた避難経路で避難しましょう。

ウ 予定していた避難する場所へ避難することが困難な場合は，一時的に公園などに避難し，

安全を確認してから避難する場所へ向かいましょう。

エ できるだけ１人での避難は避け，子どもから目を離さないようにしましょう。

オ 狭い道や塀のそばを通るのは避けましょう。

（４）こんなときに地震が発生したら

ア 自動車運転中に

・ハザードランプを点灯し，周囲に注意をうながしましょう。

・急ブレーキをかけず，道路の左側など安全な場所に停車しましょう。

・車から離れるときは，ドアをロックしないで，カギをつけたままにしましょう。

イ バスや鉄道乗車中に

・つり革や手すりにしっかりつかまりましょう。

・乗務員の指示に従い，勝手に車外に出るのはやめましょう。

ウ エレベーター内では

・行先階のボタンを全て押しましょう。

・最初に停止した階で降りましょう。

・万一閉じ込められた場合は，インターホンで通報しましょう。
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（５）避難行動（地震のとき）

（生活できる）大きな被害なし

① まず，身を守る

屋内では

・机の下などで落下物から身を守りましょう。

・家具（倒れる）や窓（割れる）から離れましょう。

屋外では

・上からや路上の落下物に注意しましょう。

・外出先の係員の指示に従いましょう。

・テレビなどで正確な情報を入手しましょう。

・余震に備え，自宅内の状況を再確認しましょ

う。

・余裕があれば，近所の人に声をかけて助け合

いましょう。

④ 自宅の安全確認

柱や壁のヒビ，基礎のズレ，ガス漏れなどがないか確認しましょう。

・ガスの元栓を閉め，電気のブレーカーを切り

ましょう。

・非常持出品を携行しましょう。

・家族に連絡メモを残しましょう。

大きな被害あり（生活できない）

② 火元の確認

コンロ，ストーブなどの火を消しましょう。

③ 出口の確保

窓やドアを開けて，出口を確保しましょう。

揺れがおさまったら

避難する場所へ避難自宅で生活

地震発生

※ 地震後に市が行う応急危険度判定で自宅が「危険」と判定された場合は，避難してください。
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２ 水害（ため池を含む）・土砂災害編

（１）水害・土砂災害に備える

ア 洪水ハザードマップや土砂災害ハザードマップ，ため池ハザードマップで自宅が洪水浸

水想定区域や土砂災害警戒区域の内か外か，浸水する深さなどを確認しましょう。

また，１６頁の「地点別浸水シミュレーション検索システム」を使うと，１ｃｍ単位の

最大浸水深や時間経過による浸水深などを確認できます。

イ ５頁の（３）避難行動判定フローを参考に，避難行動（避難するタイミング，避難する

場所）を確認し，１４頁のマイ・タイムラインシートに事前に書き込みましょう。

ウ １０頁の５避難情報を確認し，避難情報（警戒レベル）を理解しましょう。

エ 避難する場所，避難経路を確認しましょう。（市が開設する避難所は，気象状況，河川の

水位状況に応じて開設するため，必ずしも近くの避難所が開設されるとは限りません。）

オ 非常持出品を準備しましょう。

カ 気象情報，河川の水位情報，避難情報の入手方法を確認し，情報に注意しましょう。

キ 側溝のごみや土砂を取り除き，排水をよくしておきましょう。

ク プランター，物干しなど飛散危険があるものは室内に取り込むか紐で縛りましょう。

ケ 暴風や豪雨が予想されるときは，外出を避けましょう。

（２）避難時の注意事項

ア やむを得ない場合を除き，徒歩で，あらかじめ決めた避難経路で避難しましょう。

イ 非常持出品を携行しましょう。

ウ できるだけ１人での避難は避け，子どもから目を離さないようにしましょう。

エ 動きやすい運動靴をはきましょう。（長靴は靴の中に水が入ると歩きにくくなります。）

オ 道路が浸水している場合は，次のことに注意しましょう。

・マンホール（水圧で蓋が開く）や側溝（落ちる）に注意しましょう。

・（浸水しても）地面の状況を確認できるよう杖や棒を携行しましょう。

・歩ける水深の目安は大人で約３０cm（女性や子どもは１０ｃｍ程度のこともあり）で

す。水深が腰くらいまであったり，流れが速い場合は，高い場所で救助を待ちましょう。

・自動車は，水深が１０～３０ｃｍに達するとブレーキ性能が低下するので，安全な場

所で停車しましょう。水深が３０cmを超えるとエンジンが停止する可能性があります。

カ 土砂災害の前兆現象を確認した場合は，直ちに避難しましょう。

・山鳴り，地鳴りがする。

・降雨時に川の水位が急に下がる。

・小石がぼろぼろ落ちてくる。

・崖や地面にひび割れができる。

・流木が発生する。

・斜面から水がふき出す。

・川の水，わき水がにごる。

・わき水の量が増える。

キ 土石流は流れが速いため，土砂の流れに対して直角に逃げましょう。
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（３）避難行動判定フロー

「避難行動判定フロー」で自宅等の災害リスクとあなたがとるべき行動を確認し，「マイ・

タイムライン（１４頁）」のシートに書き込みしましょう。

用意するもの：洪水ハザードマップ，土砂災害ハザードマップ

－－－－－－－－－－－－－ 避難行動判定フロー －－－－－－－－－－－－－

ハザードマップ（※）で自分の家がどこにあ

るか確認し，印をつけてみましょう。

※ ハザードマップは浸水や土砂災害が発生するおそ

れの高い区域を着色した地図です。着色していない

ところでも災害が起こる可能性があります。

家がある場所は着色されていますか。

色が塗られていなくても，周りと比べて低い土

地や崖のそばなどにお住まいの方は，市からの

避難情報を参考に必要に応じて避難してくださ

い。

いいえ

はい

災害の危険があるので，原則として，立退き

避難（自宅の外に避難）が必要です。

浸水の危険があっても，

①洪水により家屋が倒壊又は崩落してしまう

おそれの高い区域の外側である。

②浸水する深さよりも高いところにいる。

③浸水しても水がひくまで我慢できる，水・食

糧料などの備えが十分である場合は屋内安

全確保（自宅に留まり安全確保すること）も

可能です。

土砂災害の危険があっても，

十分堅牢なマンション等の上層階に住んで

いる場合は屋内安全確保（自宅に留まり安

全確保すること）も可能です。

例外

警戒レベル３高齢者等

避難が出たら，安全な親

戚や知人宅に避難しま

しょう。（日頃から相談

しておきましょう。）

警戒レベル３高齢者等

避難が出たら，市が開設

した避難所に避難しま

しょう。

警戒レベル４避難指示

が出たら，安全な親戚や

知人宅に避難しましょ

う。（日頃から相談して

おきましょう。）

警戒レベル４避難指示

が出たら，市が開設した

避難所に避難しましょ

う。

①（マイ・タイムラインに記入）

ご自身または一緒に避難する方は，避難に時

間がかかりますか。

安全な場所に住んでいて身を寄せられる親

戚や知人はいますか。

はい いいえ

②（マイ・タイムラインに記入）

③（マイ・タイムラインに記入）

はい いいえ はい いいえ

○ 警戒レベル３又は警戒レベル４が発令されたら，危険な場所から避難しましょう。

○ 安全な場所にいる人は，避難する必要はありません。

○ 避難先は，小中学校だけではありません。安全な親戚や知人宅に避難することも考えましょう。

安全な場所に住んでいて身を寄せられる親

戚や知人はいますか。
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（４）マイ・タイムライン

マイ・タイムラインは，台風や洪水などの進行型災害が発生した際に，「いつ」，「何をする

のか」を整理した，個人の防災計画です。住民一人ひとりがとる防災行動を，あらかじめ時

系列に整理しまとめておくことで，急な判断が迫られる災害時に，自分自身の行動のチェッ

クリスト，また判断のサポートツールとして役立てることができます。

「避難行動判定フロー（５頁）」で自宅の災害リスクととるべき行動を確認し，マイ・タイ

ムラインシート（１４頁・記入例１５頁）に事前に記入して活用しましょう。

（５）避難行動（水害・土砂災害のとき）

① 気象情報の入手

・テレビ，インターネット，ラジオで最新

の気象情報，今後の見込みを確認しましょ

う。

・河川の水位情報は，インターネットで確

認しましょう。河川に近づくのは危険です。

・気象情報と河川の水位情報は，ＮＨＫ総

合テレビのデータ放送画面でも確認できま

す。

② 避難所・避難経路を確認

・避難する場所と避難経路を確認しましょ

う。

・非常持出品を準備しましょう。

・運動靴，杖又は棒を準備しましょう。

④ 避難情報（警戒レベル）の発令

・高齢者や子どもなど避難に時間がかかる

方は，早めに避難しましょう。

・避難情報が発令される前でも危険を感じ

た場合は，自主的に安全な場所に避難しま

しょう。

・運動靴を履き，非常持出品を持ち，杖ま

たは棒で浸水路面を確認し避難しましょ

う。

⑤ 逃げ遅れた場合は

避難に遅れ，避難所への避難が困難な場

合は，自宅又は近くのより安全な場所に移

動しましょう。

水 害：自宅のより高い場所，近くの

建物のより高い場所など

土砂災害：崖などの斜面から自宅内で

最も遠い部屋，

近くの堅牢な建物など

③ 避難するタイミングを確認

・市から発令される避難情報（警戒レベル）

を確認しましょう。

・避難情報（警戒レベル）に応じた，避難す

るタイミングを確認しましょう。
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Ⅲ 災害に備えて

１ 避難する場所，避難経路

日頃から避難する場所を確認し，避難する場所まで安全に通行できるか避難経路を確認して

おきましょう。また，家族全員が共通の認識を持つようにしましょう。

○ 避難する場所は，指定避難所，親戚・友人宅，近隣の安全な場所など複数選定しましょう。

○ 避難する場所と自宅との位置関係を確認しましょう。

○ 実際に避難経路を歩くなど，周辺の状況や所要時間を確認しましょう。

本市ホームページのほか，洪水ハザードマップ，暮らしの便利帳に

指定避難所の一覧を掲載しています。

（問い合わせ先）

防災安全部防災課 電話３３－９９６９

URL：https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/facility00/facility02/index.html

２ 家庭内備蓄品

ライフライン（電気・水道・ガス）が止まった場合や災害時に避難せず自宅にとどまる場合

に備えて，食料や飲料水などを最低３日分，できれば１週間分を準備しましょう。

また，感染症対策として，マスクやアルコール消毒液，体温計などを準備しましょう。

（１）食料（非常食・日常食）・飲料水

カップ麺，乾麺，レトルト食品，乾パン，缶詰，ビスケット，チョコレートなど

飲料水１人1日３リットル（お茶でもよく，食料に含まれる水も含みます）

（水道水は，塩素の消毒効果で３日程度は飲料水に使用可能。フタのできる清潔な容器

に口元いっぱい水道水を入れフタを閉め，直射日光を避け，室温の低いところに保存）

（２）衛生用品（感染症対策）

マスク，アルコール消毒液，体温計

（３）生活必需品

トイレットペーパー，ティッシュペーパー，携帯用トイレ（１日平均５回×人数×日分）

卓上カセットコンロ（予備ボンベ：使用可能時間６０分／本，一人１週間約６本），

暖房類（電気を使用しない石油ストーブ，燃料，使い捨てカイロ，防寒衣，毛布など），

懐中電灯（人数分以上），ランタン，携帯ラジオ（予備電池），モバイルバッテリーなど

（４）１週間を想定した工夫と備え（ローリングストック法）

非常食だけでなく冷蔵庫内の食料品や日常食も活用し，１週間分の食料を準備しましょう。

日常食は定期的に食べ，食べたい物を買い足すことで，無駄なく備蓄することができます。

○指定避難所
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３ 非常持出品

避難するときのために，非常持出品を準備しましょう。重さは，男性10～１５ｋｇ，女性

5～１０ｋｇを目安に背負いやすいリュックなどにまとめておきましょう。

○ 非常持出品チェックリスト

※ 空欄に必要な物を追加しましょう。

貴重品

□ 現金（硬貨） □ 携帯電話（充電器）

□ 通帳 □ モバイルバッテリー

□ 印鑑 □

□ 保険証 □

食料・飲料水

□ 乾パン □ チョコレート

□ 缶詰 □ 飲料水

□ カップ麺 □

□ ビスケット □

衛生用品（感染症対策を含む）

□ マスク □ 洗面用具

□ アルコール消毒液 □ 携帯トイレ

□ 体温計 □ 使い捨てカイロ

□ ウェットティッシュ □ 軍手

□ 衣料（防寒衣含む） □

□ タオル □

医薬品

□ 解熱剤 □ ガーゼ

□ かぜ薬 □ 包帯

□ 胃腸薬 □ 三角巾

□ 目薬 □ はさみ

□ お薬手帳 □

□ 傷薬 □

□ ばんそうこう □

懐中電灯・ラジオ

□ 懐中電灯 □

□ 携帯ラジオ □

□ 予備電池 □

その他

□ 乳児用ミルク □ 生理用品

□ ほ乳瓶 □

□ 紙おむつ □
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４ 停電に備えて

（１）安全に行動するために

夜間に停電すると出口や床が見えにくく危険です。

リビングや寝室などに懐中電灯，ランタン，足元灯などを準備しましょう。また，足元灯

の設置が難しい階段などには，蛍光テープを貼るのが有効です。

（２）情報を確保するために

停電時は，テレビや携帯電話などが利用できない場合があります。正確な情報を確保する

ために携帯ラジオや予備電池，モバイルバッテリーを準備しましょう。

（３）電気火災を予防するために

停電が復旧したときの火災予防のため，停電時に自宅を離れるときは，ブレーカーを切り

ましょう。

（４）冬季の停電に備えて

冬季の停電には，次のことに留意しましょう。

ア 暖房対策として

・ 電気を使用しない石油ストーブやカセットガスストーブを準備しましょう。事前に使

用方法を確認し，使用する場合は定期的に換気を行いましょう。

・ 毛布，寝袋，使い捨てカイロなどを準備しましょう。

イ 水道管の凍結防止対策として

・ 水抜き栓による水道管や水洗トイレなどの水抜きを行いましょう。水抜きを行う場合

は，事前に水洗トイレや給湯器などの取扱説明書を確認しておきましょう。

・ 水抜き栓による水抜きを行えない場合は，台所や洗面所などの水を常時出しておきま

しょう。

（５）停電が復旧したら

・ 自宅内に火災など異常がないか点検しましょう。

・ 復旧は一時的の場合があります。次の停電に備えて，携帯電話やモバイルバッテリーな

ど，充電できるものを充電しておきましょう。また，集合住宅など，水道がくみ上げ式の

場合は，飲料水や生活用水をためておきましょう。

（６）その他

・ 災害時には緊急車両等へ優先的に燃料が給油されます。一般車両への給油は制限される

可能性が高いため，車の燃料の残量が半分以下になる前に満タンに給油することを心がけ

ましょう。

・ 家庭内備蓄品を上手に活用しましょう。
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５ 避難情報

台風や豪雨時などで洪水・土砂災害のおそれのある場合などには，市から避難情報が発令さ

れます。

令和元年から，市が発令する避難情報は警戒レベル３～５と，気象台が発表する気象情報（早

期注意情報と大雨・洪水注意報）は警戒レベル１・２となり，各警戒レベルには住民がとるべ

き行動が定められています。

また，令和３年５月から「避難情報」と「住民がとるべき行動」が見直されました。

※１ 「緊急安全確保（警戒レベル５）」は，必ず発令される情報ではありません。

※２ 「避難指示（警戒レベル４）」の住民がとるべき行動は，「危険な場所から全員避難」で

す。これまでの避難勧告のタイミングで発令されます。

※３ 「高齢者等避難（警戒レベル３）」の住民がとるべき行動は，「危険な場所から高齢者等

は避難」です。高齢者等以外の人も必要に応じ，普段の行動を見合わせ始めたり危険を感

じたら自主的に避難するタイミングです。

警戒

レベル
状況 住民がとるべき行動

新たな

避難情報等

これまでの

避難情報等

５
災害発生又は

切迫

命の危険

直ちに安全確保！

緊急安全確保

※１
災害発生情報

（災害を確認した

ときに発令）
～～～＜警戒レベル４までに必ず避難！＞～～～

４
災害のおそれ

高い

危険な場所から

全員避難

避難指示

※２

避難指示（緊急）

避難勧告

３
災害のおそれ

あり

危険な場所から

高齢者等は避難

高齢者等避難

※３

避難準備・

高齢者等避難開始

２ 気象状況悪化
自らの避難行動を

確認

大雨・洪水注意報

（気象庁）

大雨・洪水注意報

（気象庁）

１
今後気象状況

悪化のおそれ

災害への心構えを

高める

早期注意情報

（気象庁）

早期注意情報

（気象庁）

● 避難指示（警戒レベル４）で危険な場所から全員避難！

● 高齢者等避難（警戒レベル３）で危険な場所から高齢者等は避難！

● 危険を感じたら避難情報（警戒レベル）が発令される前でも自主的に避難！
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６ 気象情報や避難情報などの入手方法

気象情報や避難情報などの入手方法は，次のとおりです。

緊急地震速報や避難情報などを，特定地域内の対応する全ての端末（スマートフォン・携

帯電話）に無料で一斉配信します。対応機種などは各通信事業者に問い合わせください。

最新の気象情報を確認することができます。

URL：http://www.jma-net.go.jp/asahikawa/

｢河川の水位情報｣などを確認することができます。｢川の水位情報｣では，

全国の河川の水位やカメラ映像が見られ，自宅付近の北海道河川も探せます。

URL：https://www.river.go.jp/

メール配信登録をすると，北海道内の対象地区の気象情報や防災情報など

がメール配信され，確認できます。

URL：https://www.bousai-hokkaido.jp/

NHK総合テレビのデータ放送画面で，気象情報や

災害情報，避難情報などを確認できます。

NHK総合（３チャンネル）でテレビのリモコンの

ｄボタンを押すとデータ放送画面が表示されます。

旭川市の防災情報を発信します。

旭川市ホームページ

URL：https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/

ツイッター（旭川市防災）

URL：https://twitter.com/bosai_asahikawa

フェイスブック（旭川市防災）

URL：https://www.facebook.com/345998278879702/

○旭川市ホームページ，ツイッター，フェイスブック

○緊急速報メール・エリアメール

○旭川地方気象台

○国土交通省・川の防災情報（川の水位情報）

○北海道防災情報

○テレビデータ放送



12

気象情報や避難情報などがスマートフォンに自動配信される無料の防災アプリが便利

です。

「無料防災アプリ」で検索すると，様々なアプリを探すことができます。

Ｙａｈｏｏ！防災速報

URL：https://emg.yahoo.co.jp/

ＮＨＫ ニュース・防災アプリ

URL：https://www3.nhk.or.jp/news/news_bousai_app/

訪日外国人の皆様に気象情報や避難情報などが自動配信される観光庁が監修した

無料の防災アプリです。

URL：https://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000325.html

防災アプリに大切な人が住む地域を登録して，避難情報などを入手したら，大切な人に電

話をして避難を呼びかけましょう。

○外国人向け災害時情報アプリ「Ｓａｆｅｔｙ ｔｉｐｓ」

防災アプリの入手，地域の登録

防災情報のプッシュ通知（自動配信）

大切な人に電話で連絡「逃げなきゃコール」

電話を受けたら避難行動へ

安全な場所へ避難

対応言語：英語，中国語（簡体字，繁体字），韓国語，日本語，スペイン語，

ポルトガル語，ベトナム語，タイ語，インドネシア語，タガログ語，

ネパール語，クメール語，ビルマ語，モンゴル語

○無料の防災アプリ

防災アプリの例

～～～～～～～～～ 「逃げなきゃコール」で大切な人を守りましょう。 ～～～～～～～～

私の住む地域とおばあちゃん
の住む地域を登録しよう。

おばあちゃんの住む地域に
避難情報が出た。

おばあちゃん，避難して。

わかったわ。

避難所へ行かなくちゃ。

よかった。

避難所に着いたわよ。

スマ保災害時ナビ

URL：https://www.ms-ins.com/sumaho/saigai.html/
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７ 自主防災組織

災害が大きくなればなるほど行政による支援（公助）には限界があります。災害が発生した

場合は，自分の身は自分で守ること（自助）が原則ですが，この自助に加え，地域や身近にい

る人どうしで助け合うこと（共助）が重要です。地域や身近にいる人どうしが力を合わせるこ

とで，災害時の被害をより小さくすることができます。

自主防災組織は，共助の中核となるもので，町内会などの地域住民が中心となり結成する組

織です。自主防災組織の活動には，「必ずこうしなければならない」という決まりはありませ

ん。地域の実情に合った組織を結成し，日頃から地域住民が支え合い，助け合い，災害に備え

た活動を行いましょう。

※ 平成７年に発生した阪神・淡路大震災では，救助された被災者の約９８％は自助又は共

助の力で救助されています。

自主防災組織の結成や活動について，「自主防災組織の手引き」

を本市ホームページに掲載しています。

防災安全部防災課 電話３３－９９６９

URL：https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/320/jisyubousai/p008831.html

８ 避難行動要支援者名簿

災害時又は災害が発生するおそれのある場合に，自ら避難することが困難で円滑かつ迅速な

避難の確保を図るため，特に支援が必要な方を「避難行動要支援者」といい，避難行動要支援

者を掲載した名簿を「避難行動要支援者名簿」といいます。

本市では，町内会や自主防災組織など，身近にいる避難支援を行う関係者に避難行動要支援

者名簿を事前に提供し，災害時の円滑かつ迅速な避難支援を図る取り組みを行っています。事

前に提供する避難行動要支援者名簿は，避難行動要支援者のうち事前提供に同意された方を掲

載しています。

支援される方，支援する方も日頃からコミュニケーションをとり，支援を受けやすい，支援

しやすい関係を築きましょう。

避難行動要支援者名簿の活用や事前提供について

防災安全部防災課 電話３３－９９６９

避難行動要支援者名簿の内容や登録手続について

福祉保険部福祉保険課 電話２５－６４２５

URL：https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/320/322/p008878.html

（問い合わせ先）

（問い合わせ先）



①自宅等の災害リスク（洪水ハザードマップ，土砂災害ハザードマップで確認）

　　

②避難に時間がかかる人

③避難する場所，避難するタイミング

④非常持出品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤緊急時連絡先

名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同居（従業員）数　　　　　　　　　　作成年月日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人　　　　　 　　　　　　　　　年　　　月　　　日

マ　イ　・　タ　イ　ム　ラ　イ　ン　～太枠内を記入してマイ・タイムラインを作りましょう！～

浸水深 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食または氾濫流）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□ある　　　□ない　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土砂災害警戒区域（土砂災害特別警戒区域）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□ある　　　□ない　　　

避難する場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移動時間　　　　　　　　　　　　　　移動手段
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分　

避難するタイミング 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

　　　　　

-３日前 ○台風予報

○上川地方気象情報

○大雨注意報発表，洪水注意報発表

○大雨警報発表，洪水警報発表

○高齢者等避難発令

○避難指示発令

気象・避難情報の目安 自分（従業員）の行動時間の目安

-２日前

-９時間前

-４時間前

-０
○氾濫発生

※　時間の目安は，標準的な時間を表していますので，必ずしもこの限りではありません。

□いる　　　　　　　　（人数や名前）　

□いない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

14

避難に備える
　・気象情報や河川の水位情報を確認
　・避難する場所，避難経路の確認
　・避難するタイミングの確認
　・非常持出品の準備
　・運動靴，杖や棒を準備

避難
・市が開設した避難所を確認
・非常持出品を携行
・運動靴を履き，杖や棒を携行

避難完了

　避難が完了していない場合は直ちに避
難する。避難することがかえって危険な場
合は，より安全な場所へ移動する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



①自宅等の災害リスク（洪水ハザードマップ，土砂災害ハザードマップで確認）

　　

②避難に時間がかかる人

③避難する場所，避難するタイミング

④非常持出品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤緊急時連絡先

名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同居（従業員）数　　　　　　　　　　作成年月日　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人　　　　　 　　　　　　　　　年　　　月　　　日

マ　イ　・　タ　イ　ム　ラ　イ　ン　～太枠内を記入してマイ・タイムラインを作りましょう！～

浸水深 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食または氾濫流）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□ある　　　□ない　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土砂災害警戒区域（土砂災害特別警戒区域）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□ある　　　□ない　　　

避難する場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移動時間　　　　　　　　　　　　　　移動手段
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分　

避難するタイミング 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

　　　　　

-３日前 ○台風予報

○上川地方気象情報

○大雨注意報発表，洪水注意報発表

○大雨警報発表，洪水警報発表

○高齢者等避難発令

○避難指示発令

気象・避難情報の目安 自分（従業員）の行動時間の目安

-２日前

-９時間前

-４時間前

-０
○氾濫発生

※　時間の目安は，標準的な時間を表していますので，必ずしもこの限りではありません。

□いる　　　　　　　　（人数や名前）　

□いない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

15

避難に備える
　・気象情報や河川の水位情報を確認
　・避難する場所，避難経路の確認
　・避難するタイミングの確認
　・非常持出品の準備
　・運動靴，杖や棒を準備

避難
・市が開設した避難所を確認
・非常持出品を携行
・運動靴を履き，杖や棒を携行

避難完了

　避難が完了していない場合は直ちに避
難する。避難することがかえって危険な場
合は，より安全な場所へ移動する。

旭川　一郎，㈱○○商事　など ５

記　入　例

２０２１ ５ １

０．５　～　３ｍ

○○小学校，叔父の家など ２０ 徒歩

高齢者等避難が発令されたとき

・現金，通帳，印鑑，保険証　 　 　・マスク，アルコール消毒液，体温計　
・非常食，水　　　　　　　　　　　　　・衣類，タオル，ウェットティッシュ　
・懐中電灯，ラジオ（電池） 　　　　 ・持病薬（お薬手帳）　
・携帯電話（充電器，バッテリー）  ・ほ乳瓶，ミルク，紙おむつ　など

２人（祖父，祖母）　　　　１人（隣の○○さん）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

叔父（○○　○○）
携帯０００－００００－００００
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指定した地点の「最大浸水深」と，堤防決壊や越水が発生した場合の「時間経過による浸

水深」を確認することができます。

○ステップ１

インターネットで検索

「地点別浸水シミュレーション

検索システム」

○ステップ２

左上の「地点から」をクリックし，

地図上の「調べたい場所」を

ダブルクリックする。

（左下で住所等での検索も可能）

○ステップ３

調べたい場所の最大浸水深となる

破堤点（堤防が決壊する場所）が

「赤●」で表示されるので「赤●」を

クリックする。

最大浸水深以外の破堤点は「青●」

で表示される。

○ステップ４

アニメーション経過時間の

再生ボタン「▶」をクリックし，

「最大浸水深」や

「時間経過による浸水」を確認する。

地点別浸水シミュレーション検索システム

ＵＲＬ

http://suiboumap.gsi.go.jp

/ShinsuiMap/Map/

②-1「地点から」

からをクリック
②-2「調べたい場所」

をダブルクリック

（左下で住所等での

検索も可能）

①ここをクリック

③「赤●」をクリック

④再生ボタン「▶」

をクリック

浸水区域は「黄

色やピンクな

ど」の色が表示

される。

「最大浸水深」と「時間経過によ

る浸水深」が表示される。

▶



洪水時の心構え
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レ
洪水ハザードマップで確認した浸水深に応じた必要な心構えは次のとおりです。

該当する浸水深に「□ チェック」しましょう。

□ チェック 浸水深０．５ｍ未満の区域

○ 避難が遅れた場合は，自宅の上層階で待機す

ることが必要です。

○ 浸水が長時間連続した場合や，それに伴い孤

立した場合の問題点について，日頃から考えて

おくことが必要です。

□ チェック 浸水深０．５ｍ～３ｍの区域（１階の床面が浸水）

○ １階は，床上浸水になります。

○ 平屋住宅又は集合住宅１階の住民は，安全な

場所への避難が必要です。

○ 避難情報と河川の水位情報に注意します。

○ 浸水が始まってからの避難は，浸水の深さが

０．５ｍでも非常に危険です。

○ ２階以上に居室がある住民は，避難が遅れた

場合は無理せず，２階への避難が必要です。

水・食べ物・貴重品などを持って２階へ上がり

ます。

□ チェック 浸水深が３ｍ以上の区域（２階の床面が浸水）

○ ２階の床面が浸水します。

○ ２階建て住宅では，避難所等の安全な場所へ

の避難が必要です。

○ 住民は避難情報のみならず，河川の水位情報

にも注意します。

○ 高い建物の住民も水がひくのに時間がかかる

ことが想定されるため，安全な場所に避難する

ことが必要です。
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わが家の防災メモ

家族や緊急時の連絡先，避難する場所を家族で相談して書き込みましょう。

○家族の連絡先

○緊急時の連絡先（親戚，病院，公的機関など）

○避難する場所（地震） ○メモ

○避難する場所（水害・土砂災害）

名前 連絡先 生年月日 血液型 かかりつけ病院

名前 連絡先名前 連絡先


