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　災害には、地震や津波、大雨、洪水、
土砂災害などさまざまな種類があり
ます。災害から身を守るために、災
害の種類やその状況に応じた避難に
ついて正しい知識を持ち、いざとい
う時には落ち着いてすぐに行動でき
るよう、あらかじめお近くの避難場
所を確認しておきましょう。
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まずは一時的・緊急的に
避難する場所へ

地震や火災などが発生した時
に、一時的に避難するオー

プンスペースが「避難地」です。
周囲に倒壊のおそれがある建物な
どがなく、落下物や火災の心配も
少ない屋外の公園や広場など 38
1 カ所が指定されています。平成
26年度に整備された桜の森公園
は、災害用マンホールトイレや防
災井戸などの防災機能が備えられ
た避難地です。

　また、一時的に避難したり、安
否確認や救出、炊出しなど地域の
防災拠点として、自治会が管理す
る集会所など 203 カ所が「緊急
避難所」に指定されています。

マンホールトイレ 防災井戸

津波発生時に身体の不自由な
方や、地震の揺れで逃げ遅

れた方などが緊急的に避難する施
設として、津波浸水予測区域内に
ある小中学校の校舎や防災協定を
締結した民間の建物など 27カ所
が「津波避難ビル」に指定されて
います。 津波避難ビルに指定され
た小学校 7校（長太、箕田、若
松、愛宕、白子、鼓ヶ浦、栄）と
中学校 2校（大木、鼓ヶ浦）に
は、校舎の玄関に震度 5弱以上
の揺れで自動的に解錠されるキー
ボックスが備えられています。

ボックスの中にある校舎の鍵を
取り出して、校舎の 3階や屋上
へ避難しましょう。

校舎の玄関横に設置されています。

校舎玄関の鍵が入っています。

種　類 避難準備・高齢者等避難開始 避難勧告 避難指示（緊急）

状　況

とるべき
行動

危険度

　避難が必要となるような災害が発生する
恐れがあるため、速やかに避難できるよう準
備を促すとき。

　人的被害が出る危険が
高まったため、安全のため
に早めの避難を促すとき。

　人的被害の発生が
確実に迫っているとき。

　危険が目の前に迫
っているため、一刻も
早く避難する。

　気象情報や市からの情報に注意し、いつで
も避難できるよう準備する。
　お年寄りや身体の不自由な方、小さい子ども
など避難に時間がかかる方は、避難を始める。

　家族や近所の方と協力
し、速やかに避難する。
　家族と連絡を取る。

避難情報の種類
校舎玄関の鍵が入っています。

自宅に被害があり
生活できないときは
収容避難所へ

地震時の避難所開設

収容避難所は、南海トラフ地
震などの大規模災害により

家を失った方などが避難生活を送
るための施設で、92カ所が指定
されています。非常食や生活物資、
発電機や非常用トイレ、照明など
の防災資機材が備蓄され、市職員
が派遣される「基幹収容避難所」
が 37カ所、市職員が派遣され、
食料などの配給先となる公民館が
31カ所、市職員の派遣や非常食、
防災資機材の備蓄はありません
が、状況に応じて開設されるその
他の避難所があります。

4

されるその他の避難所があります。

津波対応収容避難所 

と公民館は、 避難者の安全を考え開設されません。

旭が丘小●

武道館●
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●津波対応収容避難所
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●
神戸中

●
箕田小

●
長太小

●
若松小

●津波浸水予測区域内の基幹収容避難所

●
愛宕小

　南海トラフ地震発生時には、
水の恐れがない津波浸水予測区域外
の基幹収容避難所30カ所
収容避難所11カ所を含む）
24カ所の同時開設を想定しています。

○初めに開設される自主避難用の
　避難所
 ・ 
 ・ 公民館4カ所
 ・ 鼓ヶ浦小学校
○雨量や河川の状況などに応じて
　開設される避難所
 ・ 公民館7カ所
　鼓ヶ浦、
 ・ 鼓ヶ浦小学校を除く小学校29校
 ・ 天栄中学校
※河川が氾濫したり、

への避難イメージ　

の電源を確保するための整備を進めていきます。

●
郡山小

●
天栄中

●
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●白子中

●
天名小

●
白子小

●
鼓ヶ浦小

●
栄小

（平成25年度三重県地震被害想定調査結果より）

基幹収容避難所

　基幹収容避難所での長期の避難
生活が困難な災害時要援護者など
を優先的に受け入れます 。
※南海トラフ地震などの大規模災害

発生時には、安全点検後すぐに開

設されますが、津波浸水予測区域

内の長太、箕田、若松、愛宕、白子、

鼓ヶ浦、栄の小学校と公民館は、 

避難者の安全を考え開設されませ

ん。

　全小学校 30校、中学校 6校（平
田野、神戸、千代崎、白子、天栄、
鈴峰）、市武道館

公民館

津波対応収容避難所
　南海トラフ地震が発生した場
合、津波浸水予測区域の近くにあ
る津波浸水の恐れがない基幹収容
避難所には、津波からの避難者が
数多く集中することが予想されま
す。避難者の集中に対応するため、
小学校6校（一ノ宮、玉垣、旭が丘、
稲生、郡山、天名）と中学校4校（神
戸、千代崎、白子、天栄）、市武
道館の計 11カ所が「津波対応収
容避難所」に指定されています。
今後は非常食や生活物資、防災資
機材などの備蓄をさらに強化した
り、停電時の電源を確保するため
の整備を進めていきます。

　小学校の近くに

は避難場所誘導看

板が設置されてお

り、避難の目安と

なります。なお、

津波浸水予測区域

内に避難所がある

場合には、その避難場所の標高や浸

水区域内である旨が示されています。

　南海トラフ地震発生時には、津波浸
水の恐れがない津波浸水予測区域外
の基幹収容避難所30カ所（津波対応
収容避難所11カ所を含む）と公民館
24カ所の同時開設を想定しています。 

風水害時の避難所開設

○初めに開設される自主避難用の
　避難所
 ・ 地区市民センター併設の公民館20カ所
 ・ 公民館4カ所（愛宕、白子、長太、神戸）
 ・ 鼓ヶ浦小学校
○雨量や河川の状況などに応じて
　開設される避難所
 ・ 公民館7カ所（住吉、清和、旭が丘、
　鼓ヶ浦、一ノ宮、郡山、ふれあいセンター）
 ・ 鼓ヶ浦小学校を除く小学校29校
 ・ 天栄中学校
※河川が氾濫したり、氾濫の恐れがある
場合、浸水の恐れがある避難所は開設
できないこともあるため、災害時に市
が発信する避難情報や避難所開設情
報に常にご注意ください。

収容避難所

合　計

想定避難者数

基幹収容避難所 16,225人

21,161人

12,000人
19,000人

公民館 4,936人

発災1週間後
発災1日後

収容可能人数

郡山小

（平成25年度三重県地震被害想定調査結果より）
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昭和 34 年伊勢湾台風発生時の被害状況昭和 34 年伊勢湾台風発生時の被害状況

●地震時に避難する時はできるだ
け徒歩で避難しましょう。車を
使うと渋滞を引き起こし、消防・
救急活動などに支障をおよぼす
恐れがあります。
●いつもの道が地震の被害により
非常に歩きにくくなっている場
合もあるため、携帯品は歩きや
すいよう背負える程度の量に
し、活動しやすい服装で避難し
ましょう。

●地震時に避難する時はできるだけ徒歩

大きな地震が発生

津波から
逃げられる人

津波から
逃げられない人

地域で救出・救護や
初期消火活動を実施

自宅に被害がない 自宅に被害が
あり生活できない

地震編

自宅に戻る 近くの基幹収容避難所・
公民館へ避難

津波は繰り返し襲っ
てくるので、警報等
が解除されるまで
避難を継続する

津波による浸水の恐れがある地域
（津波警報などが発表された場合）

避難地へ避難し、家族や地
域住民の安否確認を実施

津波避難ビル
などの高い建物
へ緊急避難

浸水予測区域
外の避難地へ
避難

津波による浸水の恐れ
がない地域

南海トラフ地震では、発生
から約60分で津波到達

風水害編

避難を開始

一刻も早く
避難する

原則、外出しな
い。側溝などの
排水路から水が
溢れるなどの内
水氾濫が発生し
た際は２階など
に垂直避難

河川氾濫や土
砂災害の恐れ
がない地域

避難勧告もしくは
避難指示（緊急）が
発令されている

テレビ・ラジオな
どで情報収集

河川氾濫時の浸水想定区域や
土砂災害危険箇所内にいる

避難準備・高齢者等避難
開始が発表されている

大雨等が発生もしくは
発生の恐れ有り

災害時要援護
者以外の人

高齢者等の災
害時要援護者

●台風による災害の恐れがあると
きは、台風の影響が出る前に避
難所を開設する場合がありま
す。市が発信する情報を積極的
に入手し、不安がある場合は事
前に避難しましょう。
●大雨によりすでに道路や地下道
などが冠水している場合は、む
やみに外へ避難するよりも 2
階などへ垂直避難した方が安全
な場合もあります。

※一定の条件下において、家屋の倒

壊・流出をもたらすような堤防決

壊に伴う激しい氾濫流や河岸侵食

が発生することが想定される区域

では、2 階などへの垂直避難では

なく、早めの立ち退き避難が求め

られます。詳しくは国土交通省三

重河川国道事務所 ホームページ

（　http://www.cbr.mlit.go.jp/

    mie/river/inundation/index_s

    uzukagawa.html）で。

郡山まちづくり協議会では、
地震や風水害の知識を共有

する場として、毎年地域内で楽し
みながら学ぶことができる防災訓
練を実施しています。災害にもさ
まざまな種類があり、その対応も
それぞれ異なります。
　こういった機会を定期的に設け
ることで、幅広い知識が住民の皆

さんに備わり、
非常時において
も適切に避難す
る風土が築かれ
ることを期待し、
これからも活動
を続けていきま
す。

郡山まちづくり協議会

会 長　戸口 孔二さん

情報収集はこちらから
　避難情報や避難所開設情報はさ
まざまな手段を用いて発信されま
す。確実に情報を入手するために、
複数の方法での入手を心掛けてく
ださい。

市ホームページ

防災スピーカー緊急速報メール

いのちの鐘

●市ホームページトップ画面やフェ

イスブック、ツイッター

で災害情報表示

●「すずか減災プロジェクト」におけ

る「市からのお知ら

せ」に避難情報掲載

●市内 93 カ所に設置している防災

スピーカーから災害情

報放送（放送内容の確認は　

383-8007）

●緊急速報メール（エリアメール）

やメルモニ災害メールで

災害情報配信

●いのちの鐘（寺院の鐘の乱打）に

よる津波避難呼びかけ

その他活動拠点

●物資拠点
　大規模災害時には、ＡＧＦ鈴鹿体育

館と西部体育館に国から食料など

の緊急物資が配送されます。

●ボランティアなどの活動拠点
　社会福祉協議会が中心となり、社

会福祉センターと労働福祉会館に

ボランティアセンターを設置しま

す。

防災マップが新しくなります

   平成 30 年 3 月ごろに全戸配布し

ます。

今回の特集に関するご意見・ご
感想は

防災危機管理課
　　382-9968　　382-7603
bosaikikikanri@suzuka.city.lg.jp

http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/river/inundation/index_suzukagawa.html

