
「広島市の防災対策について」

広島市危機管理室
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１ 平成３０年７月豪雨災害について

２ 広島市の災害危険性について

３ 地震への備えについて

４ 避難行動要支援者避難支援制度について

本日の説明内容
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１ 平成30年7月豪雨について
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■被害状況・気象状況

1.被害状況

人的被害 物的被害（住家）

死 者 負 傷 者 全 壊 半 壊 一部破損 床上浸水 床下浸水

23人 30人 161件 374件 130件 1,079件 962件

2.気象状況

※ この他、不明者２名について捜索中
※ 現在も被害認定調査継続中であり、表の数値は今後変更となる場合がある。(平成30年10月末現在)

観測局 累積雨量 備考

安芸区役所矢野(出)
（広島市安芸区）

489.0mm

7月5日～8日13時までの累積雨量
※県内１位は呉市蒲刈で517.5mm）
※県内15箇所で日降水量、2箇所で日最大
１時間降水量の年間１位を更新

狩小川分団湯坂車庫
（広島市安佐北区）

482.0mm

安芸区役所
（広島市安芸区）

480.0mm
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（一旦小康状態）

19時40分 大雨特別警報

（18時30分までに順次避難勧告に切り替え）

7月6日（金）

09時21分 大雨警報発表

一部の地域に避難勧告発令
他の地域一体に避難準備・高齢者等避難
開始発令

7月5日（木）

14時05分 土砂災害警戒情報発表

6日14時10分

6日18時10分

6日20時10分

広島市

【右のデータ】
左の画像が県管理「広島県土砂災害危険度情報」
右の画像が国管理「XRAIN」（高性能レーダー雨量計ネットワーク）
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8.20豪雨災害時に被害集中（時間雨量
100mm超 記録的短時間大雨情報発令）

平成30年7豪雨災害時に被害集中
（断続的な大雨により、大雨特別警報発表）

人的被害が多かった矢野東地区
（死者１１名）
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■被災状況 安芸区矢野東 梅河団地
土石流の警戒区域指定に係る基礎調査結果
（H30.5 公表）
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安芸区矢野東七丁目 団地内
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安芸区矢野東七丁目 団地内
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流れ

安芸区 瀬野駅周辺
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安芸区 国道２号線 権現橋付近
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安芸区 中野東三丁目
（山王川）

普段は約１m下の川底
に少量の水が流れる程度

山からの石で川がガードレール
の高さまで埋まる
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■避難所

10月末で避難所への
避難者は０に
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平成30年7月豪雨における市内の避難者数の推移（6日13時～7日12時）
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雨量（本市内最大値）
19:40 大雨特別警報

14:07 土砂災害警戒情報

■避難状況

【避難所での聞き取り】
大雨特別警報が出たので避難しよ
うとしたが、家の前が川になっていて
逃げることができなかった。
【気象庁】
大雨特別警報発表までに避難を完
了しておくことが重要。
⇒「情報」を正しく理解していない。

自宅が危険だと
知らなかった

近所が避難を始
めたので避難した
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土砂災害

洪水

高潮・津波

+地震

道路冠水

２ 広島市の災害危険性について
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http://www.irasutoya.com/2012/05/blog-post_4444.html


地域の危険性について

●行政は、危険な区域等を調査、公表しています。

○○ハザードマップ（土砂災害、洪水）
○○浸水想定（区域）図（内水、高潮、津波）
揺れやすさマップ（地震の震度分布図）
※ 市ＨＰ、区役所などで確認できます。

パソコンやタブレット端末をお持ちの方へ
災害の危険がある箇所を知る
⇒広島市防災ポータル
ハザードマップの確認
⇒広島市ホームページ

15



広島市防災ポータル

広島市防災ポータルとは、防災対
策に役立つ情報を集約したウェブ
サイトです。

警報や注意報などの気象情報の発
令状況や避難勧告などの避難情報
の発令状況、避難所の開設状況を
見ることができるほか、お住まい
の地域の災害危険箇所を地図で確
認することができます。

↓サイトへの接続方法はこちら↓
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どちらかクリック

広島市防災ポータルで災害危険箇所を確認①
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広島市防災ポータルで災害危険箇所を確認②
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広島市洪水ハザードマップ（市ＨＰで公開）

広島市洪水ハザードマップ 検索 19



伝
達
手
段

市防災情報メール、市防災行政無線（聴覚障害者へのFAX、デジタルサイネージ含む。）、
市ホームページ（ケーブルテレビ連携含む。）、SNS(twitter、facebook)

テレビ（NHKデータ放送）など

緊急速報メール（エリアメール）、
サイレン

市
民
の
行
動

・雨の降り方や
周囲の状況に注意

・危険を感じた
場合は自主避難

・いつでも避難できるよ
うに準備

・高齢者など、避難に時
間がかかる人は避難開始。
また、避難を支援する

人についても支援行動を
開始

速やかに避難開始
避難していない人は
直ちに避難

・指定緊急避難場所への立ち退き避難が
危険と判断した場合は、近隣のより安全
な建物へ移動
・屋内からの立ち退き避難が危険と判断
した場合は、より安全な場所(上階)に移
動するなど、命を守る行動を取る

避
難
先

あらかじめ決めておいた知人宅や、自主防災会の判断で自主的に開設した避難場所

公的避難所を開設
（該当する小学校区で原
則１箇所の指定緊急避難
場所を開設）

必要な避難所を順次開設

注意喚起

避難勧告

避難指示
（緊急）

避難準備・
高齢者等避難開始

災害発生危険度 大

遅くてもこの段階に避難を開始する

災害に関する情報の入手・行動
この段階になる前に避難を完了する
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行政は、各種災害の危険性が高まったとき、

多様な媒体で「情報を発信」しています。

「防災情報メール」は、必ず登録！

○ テレビ・ラジオ

○ 防災情報メール、緊急速報メール

○ 防災行政無線（屋内・屋外）

○ インターネット（防災ポータル）

○ 防災アプリ

避難に関する情報や、避難所の開設情報、ミサイル発射情報など、市民の命
にかかわる情報について、登録しておけば自動的に入手することができます。

停電時を考慮し、必ず複数の手段
を確保しておきましょう！

防災情報の入手手段の確保
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画像提供元：ＮＨＫ広島放送局

テレビの情報（例：NHKデータ放送）

避難情報

雨雲の動き（気象庁の雨雲レーダー）河川・水位情報
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広島市防災情報メール
【配信内容】（一部を除き任意で設定可能）

○気象情報
○地震、津波情報
○避難に関する情報
○河川の洪水予報
○事件、事故等の情報
○防犯情報

info@k-bousai.city.hiroshima.jp
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広島市：避難勧告の発令（安佐南区）
投稿日時: 2017年7月31日 投稿者: 広島市
災害対策課

安佐南区災害対策本部から避難勧告の発令に
ついてお知らせします。

【対象区域】

戸山小学校区 の土砂災害危険箇所等

【開設する避難所】

戸山小学校

大雨による土砂災害の危険性が高まっているた

め、16時15分に避難勧告を発令しました。

避難場所、知人宅などへ速やかに避難してくださ

い。

屋外への移動が危険な場合は、付近の堅固

（鉄筋コンクリート造等）な建物の上階や自宅

の上階の山と反対側に速やかに避難してくださ

い。

準備しておいた飲料、食料などを持って避難してく

ださい。

広島市防災情報メールの情報

緊急情報を一斉に送信するのが目的のた
め、
データ量の多いものが送れない
⇒内容が制限される

（参考）緊急速報メールの場合
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http://www.k-bousai.city.hiroshima.jp/2016/06/24/%e5%ba%83%e5%b3%b6%e5%b8%82%ef%bc%9a%e9%81%bf%e9%9b%a3%e5%8b%a7%e5%91%8a%e3%81%ae%e7%99%ba%e4%bb%a4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88%e8%a5%bf%e5%8c%ba%ef%bc%89-3/
http://www.k-bousai.city.hiroshima.jp/2016/06/24/%e5%ba%83%e5%b3%b6%e5%b8%82%ef%bc%9a%e9%81%bf%e9%9b%a3%e5%8b%a7%e5%91%8a%e3%81%ae%e7%99%ba%e4%bb%a4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bc%88%e8%a5%bf%e5%8c%ba%ef%bc%89-3/
http://www.k-bousai.city.hiroshima.jp/author/hiroshima_user/


聴覚障害者用災害避難情報ファクス（登録制）
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音声で情報を受け取ることが困難な聴覚障害者で、あらかじめ登録された方に対して
、緊急情報等をファクスで提供するシステムです。

広島市防災情報メール配信システムと連動してファクスが送信されます。

【対象者】聴覚障害者でファクスを所有する方のうち、情報の提供を希望する方

【窓 口】福祉事務所（各区保健福祉課）

その他、防犯情報などを選択して登録することも出来ます。

区分 送信 送信内容の例

緊急情報 必須
避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急）

特別警報（大雨、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮、大津波警報）

気象情報 選択
広島市に発表された気象注意報・警報、土砂災害警戒情報

広島県に発表された記録的短時間大雨情報、竜巻注意情報

地震情報や津波情報 選択
広島県南西部で震度３以上を観測した地震情報

広島県に発表された津波注意報・警報



聴覚障害者等緊急通報用ファクス
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広島市消防局が管轄する地域（広島市、海田町、
坂町、熊野町、安芸太田町、廿日市市吉和地区）
を対象に、聴覚または音声・言語機能に障害の
ある方などが、緊急通報（火災や救急などの
通報）を行う手段として、ファクスを利用して、
広島市消防局に緊急通報を行い消防車や救急車
の要請ができるものです。

広島市ホームページでも、
「ファクス１１９番通報用紙」がダウンロード
できます。

緊急通報用ファクス緊急通報用ファクス



広島市eメール119番（登録制）
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広島市消防局が管轄する地域（広島市、海田町、
坂町、熊野町、安芸太田町、廿日市市吉和地区）
を対象に、聴覚または音声・言語機能に障害の
ある方などが、緊急通報（火災や救急などの
通報）を行う手段として、携帯電話やインター
ネット端末機などの電子メール機能を利用して、
広島市消防局に緊急通報を行い消防車や救急車
の要請ができるものです。
なお、事前に登録申し込みが必要です。
広島市ホームページでも、「登録申込書」が
ダウンロードできます。

eメール１１９eメール１１９



○指定緊急避難場所

災害の危険から逃れるための施設または場所

⇒開設した施設での滞在が困難な方がいる場合は、福祉避難所へ受け入れを要請

○指定避難所

災害により、自宅が倒壊・焼失し、生活の場を失った方への臨時的な宿泊・滞在の施設

⇒開設した施設での滞在が困難な方がいる場合は、福祉避難所へ受け入れを要請

○福祉避難所

福祉的配慮が整っている避難所（H30.10時点で９１施設）

⇒あらかじめ市と協定を締結した高齢者施設や障害者施設など

○浸水時緊急退避施設

津波・洪水・高潮などによる浸水により、逃げ遅れた市民の緊急一時的な退避施設

（例：マンションなどの共用部分）

色々な避難先（公的）
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○地域で独自に選定した避難場所

自主的に開設する避難場所で、集会所などが多い

○安全な場所にある親戚・知人の家

良好な人間関係が前提だが、居心地がいい

○地域独自の協定に基づく避難先

地域と地域内の医療法人が締結し、災害時の相互応援を約束

色々な避難先（地域）

【佐伯区の例】

五日市観音西地区自主防災会連合会（五日市観音西小学校区にある町内会の連合組織）

と、医療法人ピーアイエー（介護老人福祉施設）との協定のほかに８件の協定が締結され

ています。

【協定の概要】

・施設が火災などで困っているときは地域が助ける

・災害等で地域が被災したとき、施設が機能してたら避難させてもらう
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以上が、風水害を中心とした説明になります。

これからは、地震と津波について説明します。

おさらい

・地域の危険性は、「ハザードマップ」等で確認！

・防災情報メール等から確かな情報を入手！

・自分の住んでいる場所に応じて適切に行動！

・避難の必要がある場合は、避難先について検討！
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３ 地震への備えについて
（資料：「気象庁震度階級関連解説表」）

０ ・人は揺れを感じない。

５強

・ものにつかまらないと歩くことが難しい。
・棚の食器、本棚の本で落ちるものが多くなる。
・固定していない家具が倒れることがある。
・補強されていないブロック塀が崩れることがある。

１
・屋内で静かにしている人の中には、
揺れをわずかに感じる人がいる。

２

・屋内で静かにしている人の大半が、
揺れを感じる。

・吊り下げ式の電灯などが、わずか
に揺れる。

６弱

・立っていることが困難になる。
・固定していない家具の大半が移動し、倒れるものも
ある。

・壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。
・耐震性の低い木造建物は、瓦が落下したり、建物が
傾いたりすることがある。倒壊するものもある。

・芸予地震
・鳥取県中部地震

３

・屋内のいる人のほとんどが、揺れ
を感じる。

・棚の食器類が音を立てることがあ
る。

６強

・はわないと動くことができない。飛ばされることも
ある。

・固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるも
のが多くなる。

・耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒壊するも
のが多くなる。

４

・ほとんどの人が驚く。
・吊り下げ式の電灯などが大きく揺
れ、棚の食器類が音を立てる。

・置物が倒れることがある。

５弱

・大半の人が恐怖を覚え、ものにつ
かまりたいと感じる。

・棚の食器、本棚の本が落ちること
がある。

・固定していない家具が移動するこ
とがあり、不安定なものは倒れる
ことがある。

７

・耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるもの
がさらに多くなる。

・耐震性の高い木造建物でも、まれに傾くことがある。
・耐震性の低い鉄筋コンクリート造の建物では、倒壊
するものが多くなる。

・阪神･淡路大震災、東日本大震災、熊本地震

固定していない家具
が倒れる・動く

建物に影響が出る
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海で発生する地震は津波にも注意

津波避難のポイント ⇒ 遠くより高く

南海トラフ巨大地震が発生した際の津波浸水想定図
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地震発生による影響

地震が発生すると・・・

古いビルが崩れたり
落下物が発生する

電話がつながり
にくくなる

道路が通れなくなる

電車が動かなくなる

電気・ガス・水道が
使えなくなる

古いビルや家屋そのものが崩れ人が生き埋めになった
り、外壁や窓ガラスが割れて落下し怪我をする

通話の集中や通信設備の被災により、電話やインター
ネットができなくなったり、つながりにくくなる

建物が倒れて道が通れない。通れる道路に人や自動車
が集中、大渋滞で救助活動や避難が困難になる。
土砂災害の危険な区域では土砂災害も発生

線路の安全確認に時間がかかるなどの理由で、電車が
しばらく動かない

停電、ガス停止、水道の断水が起こり、復旧までに時間
がかかる場合も
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！緊急地震速報！
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緊急地震速報が鳴ったら

揺れを感じた場合や、緊急地震速報を見聞きした場合は

⇒あわてずに身の安全を確保

その後は、状況に応じて行動し、正確な情報を把握

家庭で屋内にいるとき

家具の移動や落下物から身を守るため、頭を保護しながら大きな家具から
離れ、丈夫な机の下などに隠れる

あわてて外に飛び出さない

料理や暖房などで火を使っている場合、その場で火を消せるときは火の始
末、火元から離れているときは無理に火を消しにいかない

扉を開けて避難路を確保

イラスト：気象庁
35



緊急地震速報が鳴ったら

人が大勢いる施設（大規模店舗などの集客施設）にいるとき

あわてずに施設の係員や従業員などの指示に従う

従業員などから指示がない場合は、その場で頭を保護し、
揺れに備えて安全な姿勢をとる

吊り下がっている照明などの下から退避する

あわてて出口や階段に殺到しない

イラスト：気象庁

エレベーターに乗っているとき

最寄りの階で停止させて、すぐに降りる
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緊急地震速報が鳴ったら

屋外にいるとき

ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒などに注意し、
これらのそばから離れる

ビルの壁、看板や割れた窓ガラスなどの落下に注意して、
建物から離れる

吊り下がっている照明などの下から退避する

イラスト：気象庁

山やがけ付近にいるとき

落石やがけ崩れに注意し、できるだけその場から
離れる

鉄道・バスに乗っているとき

つり革や手すりにしっかりつかまる 37



地震に備える

地震がくる前にしておくこと

安否確認手段の確認

徒歩で帰宅する準備
（職場へ運動靴を準備する）

家具固定

減災グッズ

38



○ 日頃からの備え

⇒家具固定（器具の購入・あるもので工夫）

家具の移動（避難経路の確保・配置換え）

家具・家電の固定 避難経路の確保 家具の配置換え

Ｌ字金具などでしっかり固定 出入り口の周辺はなるべく広く 家具の転倒方向と重ならないように

地震に備える
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固定していない家具は･･･
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・家族構成に応じて用意
・避難所での生活に必要なものを用意
・重くなりすぎないように選択
・すぐ持って避難できる場所に置く
・訓練の時にも持っていく！

非常持出品 家庭内備蓄

・最低でも３日分（できれば１週間分）
・ローリングストック（循環備蓄）
・水、簡易トイレ、カセットコンロ必須
・栄養バランスも考慮して備蓄する

避難先で必要なもの
≒旅行の荷物+α

電気なし、ガスなし、水道なしの場
合を想定した食料などの備え

≒キャンプの荷物

マンションの場合は、エレベーター
が使用できないことで、生活物資の
調達が特に課題となる。

減災グッズを用意

41



イラスト ⓒ文平銀座＋NPO法人プラス・アーツ

身近なもので工夫

42



身近なもので工夫
段ボールトイレ 空き缶で炊飯

新聞紙皿

ビニール袋おむつ

43



おさらい

・緊急地震速報が鳴っても慌てず行動する！

・家具は凶器になる。家具固定は重要！

・減災グッズを用意する！

・身近なものも、工夫すれば防災用品に！

44



４ 避難行動要支援者避難支援制度について

①消防や警察等による支援体制（公助）が整うまで一定の時間を要する
上、対応能力には限界がある。

②「自らの身は自ら（家族や同居者を含む）で守ること（自助）」が重要

③あわせて、地域の皆様にも地域の助け合い（共助）として避難行動要支
援者の避難支援に御協力をお願いしています。

④地域における避難支援は、法的な責任や義務を負うものではなく、善意
により可能な範囲で、また支援者自らとその家族の安全を確保した上で
御協力をいただくもの。

◎避難行動要支援者
⇒災害時に自力避難が困難で特に避難支援が必要な方

東日本大震災における自助・共助
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対象者数：広島市内で約32,000人
（平成30年4月1日現在）

① 高齢者等
【要介護３以上】

② 身体障害者
身体障害者手帳１～２級

肢体不自由３級

③ 知的障害者
【療育手帳 Ａ またはＡ】

④ 精神障害者
【精神障害者保健福祉手帳１級】

⑤ 難病患者
居宅介護、短期入所、補装具費の支給又は日
常生活用具の給付サービス受給者

対象者は、市が所有している
情報により把握できるが、個
人情報の関係上、外部に提供
できない。

ただし、対象者本人が外部提
供することに同意すれば提供
可能

対象者は、市が所有している
情報により把握できるが、個
人情報の関係上、外部に提供
できない。

ただし、対象者本人が外部提
供することに同意すれば提供
可能

対象者本人に対して、個人情
報の外部提供に関する同意確
認調査を実施

対象者本人に対して、個人情
報の外部提供に関する同意確
認調査を実施

同意者のみを掲載した同意者
リストを作成（全市で約
14,000人が同意）

同意者のみを掲載した同意者
リストを作成（全市で約
14,000人が同意）

同意者リストを避難支援等関
係者へ提供
同意者リストを避難支援等関
係者へ提供

本市の避難行動要支援者に該当する要件
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１ 同意者リストの受領及び避難支援等関係者間での話し合い（※）

（どういう進め方？役割分担は？連携方法は？）

２ 避難行動要支援者の所在・災害危険性の把握

（市から提供された同意者リストを活用）

３ 要支援者宅への訪問及び自助の推進

（食糧備蓄、災害危険性を考慮した避難の要否や避難場所の確認等）

４ 支援内容の確認・支援方法の検討

（個別計画の作成に向けて）

５ 避難支援等関係者間の情報共有

（要支援者の状況を情報共有し災害に備える）

６ 日頃の声かけや避難訓練への参加呼びかけ

（災害時の支援は平常時の地域活動の延長）

※避難支援等関係者とは

自主防災組織、町内会・自治会、民生委員・児童委員、地区社会福祉

協議会、消防団、地域包括支援センター、障害者基幹相談支援センター

地域の避難支援の取組の流れ
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避難情報（市防災情報メール・市防災行政無線・テレビなど）

災害発生のおそれ災害発生のおそれ

要支援者（本人）
 避難支援者

 地域の避難支援等関係者

同意者リスト等に基づく要支援者の安否確認

立ち退き避難 在宅避難（食糧備蓄など）

連絡

災害時の避難支援のイメージ
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地域での取組

※ 災害時に円滑な支援を行うためには、自主防災組織単独といった取組ではなく、
避難支援等関係者間で可能な限り情報共有や情報交換を行うなど、地域総ぐるみ
で取り組んでいくことが重要です。

同意者リスト
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同意者リストの活用例

◎平常時

災害時の支援は平常時の地域のつながりの延長

・日頃からの声かけやあいさつ

・町内会への加入の勧め

・避難訓練など地域行事への参加の呼びかけ 等

◎災害時

・安否確認

・情報伝達や避難誘導 等

訪問による安否確認 電話による安否確認 避難所での安否確認 避難誘導･支援

50



地域の取組事例①

佐伯区楽々園学区避難訓練

【開催日時】平成29年11月19日（日）9：30～12：00
【開催場所】楽々園学区内
【訓練内容】
・避難行動要支援者の避難支援及び安否確認
・指定避難所への参集
・AEDの取扱説明
・非常食炊き出し訓練、試食 等
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地域の取組事例①

●後日、訓練の振り返りが行われ、車椅子避難の際に気づいた
点や、津波を想定した避難方法についてグループディスカッ
ションが行われました。最後に、グループごとに話し合われた
内容が発表され、情報の共有が図られました。訓練の結果を踏
まえ、地域で継続して避難行動要支援者の支援に取り組んでい
くこととなり、早速、次の取組として地域住民が参加する防災
研修会も開催されました。
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地域の取組事例②
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【開催日時】平成30年10月21日（日） 8：30～11：30

【開催場所】安西学区内

【集合場所】安西小学校

【訓練内容】

・避難行動要支援者の避難支援

・指定避難所への参集

・AEDの取扱説明

・防災用品展示 等



地域の取組事例②
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●ふじが丘自治会（長楽寺三丁目）において、第一避難場所である
集会所へ４つの地点から要支援者（擬似役）をそれぞれ車椅子や
担架を使用して避難支援されました。

●自治会や民生委員が連携し、避難行動要支援者名簿に登載されている方の
居場所を、地域の地図で把握されているほか、第一避難場所である集会所に
車椅子を保管するなどの取組が実施されていました。

●ふじが丘自治会では、要支援者に対する個別計画（どうやって避難するの
かを決めた計画）を作成などに取り組まれています。

地域で購入した担架地域で購入した担架

毛布と竹を利用した簡易担架毛布と竹を利用した簡易担架



個別計画

55

●個別計画は、避難の方法や避難支援者などを記載した要支援者個々の避難
計画です。災害に備えるために、平常時から準備しておくことが重要です。

【参考様式】



おさらい

支援される側：

・どのような支援が必要なのかを事前に把握する

・何を支援して欲しいのかを相手に伝える、手助け

の求め方を身に着けておく

支援する側：

防災に関する知識を事前に学び、自分が支援する

人と一緒に支援方法を検討する

⇒実際に支援（訓練）し、よりよい支援を考える
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災害時に被害を最小化するには、
住民と行政が一体となった取組が不可欠

公助（行政）公助（行政）

自助（個人）自助（個人）

共助（地域）共助（地域）

それぞれの
役割に応じて
有効に機能

適切な時期に
防災情報を発信

情報伝達・避難の際に、
住民同士の助け合い

居住地域の危険性や災害時の
避難方法を理解して必要な行動

普段からの近所付き合い

ほどよい距離感を維持すること
で、災害時に近くの人が助け合
うことのできる環境を作る

自主防災

おわりに
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