
 

4 落ち着いて避難しよう 

4.1 自助行動の重要性 

災害に対しては、何よりもまず自助行動、すなわち身の安全の確保を優先す

ることを考えて、早めの避難を行うことが重要です。 

過去の経験から「大丈夫だろう」という安易な判断で避難を怠れば、いざ猛

烈な勢いで迫る土石流や大洪水を目の前にしたときには、手遅れになりかねま

せん。 

自ら危険を察知して、消防や行政職員などの助けを待つことなく、直ちに避

難行動を起こすことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九州北部豪雨災害（平成24年７月）における自助・共助行動の事例 

 

【事例１】市の防災無線による見回り依頼で、土石流の危険に気が付き、家

族を避難 ～熊本県阿蘇市坂梨地区Ａ氏の事例～ 

消防団でもあるＡ氏は、以下のように土石流から避難した。 

○午前4時頃、市役所から見回り依頼を受けたが、屋外に出た時点

で浸水に気が付き、既に見回りのできる状態ではなかった。 

○午前5時頃、家族を家の前の自動車に避難させた。その約1時間

後、土石流で家が全壊したが、車への避難で助かった。 

 

【事例２】水の音・がけ崩れなどの異常を察知し、土石流襲来前に避難  

～熊本県阿蘇市坂梨地区Ｂ氏の事例～ 

Ｂ氏は、以下のように土石流から避難した。 

○近くで水が流れる音が気になって眠れなかった。 

○家の上のがけが崩れるのを目視で発見し、隣家に避難した。その直

後に土石流で家が全壊し、間一髪で難を逃れた。 

 

【事例３】高齢者が多いため、指定避難所ではなく近くの小学校に緊急避難 

～柳川市三橋町中山地区の事例～ 

区長・小学校の以下のようなとっさの判断・行動が高齢者の命を救った。

○柳川市から避難指示の連絡が入ったが、指定避難所まで約5kmと

遠く、その上高齢者が多いため、区長が緊急避難場所として、

300m足らずの距離にある近くの小学校を選んだ。 

○避難開始から30分後に川が破堤したが、住民は全員避難できた。

○普段から地域の絆が強く、小学校側は緊急時には協力し迎え入れる

準備をしていた。 
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4.2 避難に備えよう 

（1）雨が降り始めたら ～避難勧告などが出る前に～ 

■ 防災情報をしっかり追いかける 

テレビやインターネットなどで、

気象情報や河川防災情報、土砂災

害関連情報などをチェックし、い

つごろ避難が必要になるかの目安

をたてます。 

（⇒23～35 ページ参照） 

 

 

 

 

 

■ 持ち出し品を確認 

携帯ラジオや懐中電灯、飲料水、

貴重品などの非常持ち出し品を準

備したり、携帯電話を充電するな

ど、いつでも避難できるように備

えます。 

（⇒44～45 ページ参照） 

 

 

 

 

 

■ 安全確保（危険防止）対策 

浸水や強風による被害から家財

を守るため、大事なものを 2階以

上に運び上げたり、保護や固定し

たりしておきます。また。雨戸や

ブラインド、カーテンを引いて窓

ガラスの飛散を防止します。 

 

■ 避難ルートや連絡手段を確認 

状況に応じてすぐに避難できる

よう、ハザードマップなどを参考

に、避難先と避難ルートを確認し

ます。また、避難途中で家族等と

離ればなれになっても大丈夫なよ

うに、落ちあう先や連絡手段を確

認しておきましょう。 

（⇒36～43 ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

■ 市町村からの避難情報に注意 

雨が強くなると、市町村から防

災行政無線を通して避難情報（避

難勧告、避難指示など）が出され

たり、広報車や消防車などを通し

て避難の呼びかけが行われます。 

避難勧告が出されるときは、自

分の身に危険が迫っている状況な

ので、速やかに避難を開始しまし

ょう。 （⇒24～26 ページ参照） 
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（2）前兆現象に注意しよう 

■ 雨の降り方に注意 

集中豪雨は、急速に発達する積

乱雲により引き起こされ、急激に

変化します。このため、気象情報

をしっかりチェックし、集中豪雨

の発生が予想されるときは早めに

避難するなど、素早く行動するこ

とが大切です。 

（⇒13 ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

■ 浸水被害の前兆に注意 

大雨が降り、河川水位が上昇す

ると、河川がはん濫する危険が高

くなります。また、流木や土石が

橋の部分で河川をせき止めたり、

堤防が浸食されたりして河川がは

ん濫することもあります。 

一方、側溝やマンホールから水

があふれそうになってきたら、内

水はん濫による浸水の危険があり

ます。 

危ない前兆現象を見かけたら速

やかに避難することが大切です。 

（⇒14 ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 土砂災害の前兆現象に注意 

斜面や渓流に普段から気を配っ

ていると「いつもと違う」状況を

発見することがあり、これらは土

砂災害が発生する「前兆現象」の

可能性があります。 

     （⇒20 ページ参照） 

○沢や井戸の水が濁る、地面にひ

び割れができる、斜面から水が

吹き出すなど 

 

 

 

 

○がけに割れ目が見える、がけから

水が湧き出ている、がけから小石

がパラパラと落ちてくるなど 

 

 

 

 

 

○山鳴りがする、急に川の流れが

濁り流木が混じる、雨が続いて

いるのに川の水位が下がるなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

「前兆現象」は必ず起きるもの

ではありません。また、危険です

ので「前兆現象」をあえて確認し

に行くのはやめましょう。 
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4.3 避難する 

 

■ 危険を感じたらすぐ避難 

市町村から避難勧告などの連絡

がなくても、大雨や前兆現象で危

険と判断したらすぐに避難しまし

ょう。 

特に、お年寄りや妊婦、小さい

子どもがいるなど、避難に時間が

かかる場合は、早めに避難を始め

ましょう。 

なお、忘れ物に気づいても、家に

取りに戻るのは危険です。安全が確

認されるまで戻るのは避けましょう。 

 

■ 暗くなる前に避難しよう 

夜の移動はとても危険です。暗

闇で川や用水路の水があふれて道

の様子が変わっているのに気づく

のが遅れ、流れに飲み込まれるこ

ともあります。天気予報に気をつ

け、日中から雨が降り続き夕方か

らも雨脚が衰えないときなどは、

避難勧告や指示がなくても自主的

に早めに避難するよう心がけまし

ょう。 

土砂災害の危険が考えられる場合

も、豪雨になる前、まだ明るいうち

に避難するよう心がけましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 単独で行動するのは危険 

ひとりで行動すると、怪我をし

たり迷ったりしたときに、誰も様

子がわからなくなり、たいへん危

険です。避難するときには家族を

はじめ、周囲にいる人と声をかけ

あい、顔を確かめ合いながら、一

緒に行動するようにしましょう。 

 

■ 車での避難は危険 

車で避難すると、以下の問題が

起きるおそれがあります。 

○浸水によりブレーキが利きにく

くなり、車ごと流される 

○深く浸水すると水圧でドアが開

かなくなり、車外へ脱出できな

くなる 

○道路が土砂崩れや陥没などで通

行不能になると、迂回を要し、

スムーズな避難ができなくなる 

○多くの人々が車で避難すると、

渋滞や交通事故などが発生しや

すくなる 

○渋滞で立ち往生している間に被

害を受ける（アンダーパスの水

没など） 

○避難する車が歩行者の安全な避

難をおびやかす 

車での避難はたいへん危険なの

で、極力歩いて避難しましょう。

やむを得ず車を使う場合は交通状

況などを十分確認しましょう。 
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■ 高いところへ逃げよう 

地下が危険なのはもちろん、１

階でも泥水が一気に流れこみ水没

する危険があります。避難が遅れ、

周囲で浸水が始まっている場合は

特に外へ出るのは危険です。建物

の上の階へ逃げる「垂直避難」を

考えましょう。 

土砂災害の危険がある場合は、

１階の山側の部屋を避け、２階の

山からできるだけ遠い部屋へ緊急

避難するようにしましょう。ただ

し、がけが高く、住宅が木造の場

合は危険です。早めに鉄筋コンク

リート造などの頑丈な建物へ避難

しましょう。 

■ 隣近所に声をかけ、確実に避難 

災害に直面したとき、危険だと

いう情報が入っても「ここは大丈

夫だろう」と、事態を楽観的に考

えがちです。このような状態を

「正常化バイアス」といい、誰も

がもっている心理です。 

正常化バイアスに打ち勝つには、

災害を自分だけの問題と考えない

こと、地域のみんなで危険である

ことを共有し、地域全体で避難す

るように考えることが重要です。 

個人の危険を地域の危険として、

隣近所に声をかけあい、みんなで

避難しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 避難が大変でもあきらめないで！ 

土石流や大水害など、これまで

に経験したことのないような大き

な災害や辛い状況に出くわして避

難が困難になると、「もうだめ

だ」とくじけそうになってしまい

ます。でも、あきらめないで最後

まで力を出して避難しましょう。 

これまでの大きな災害でも、周

りの人達と声をかけあって死に物

狂いで身を守り、救助されるまで

かろうじて命をつないだ人たちが

何人もいます。決してあきらめて

はいけません！ 

■ 避難した後も油断しないで 

自宅から最寄りの避難所に避難

（これを一次避難といいます）し

た後も、災害の状況によっては、

避難した場所が浸水や土砂災害の

危険にさらされることもあります。 

避難した後も、災害の前兆現象

には十分注意し、危険と判断した

ら避難所にとどまらず、より安全

な場所へ速やかに避難するように

しましょう（これを二次避難とい

います）。 

■ 雨がやんでも半日は危険 

雨がやんだあとでも雨水は土の

中に染み込み、地下水位が上がり

続け、土砂災害が起きやすい状態

になります。たとえば大雨がやん

でから数時間後に避難所から家に

戻ったところへ土石流が発生し、

大災害になることもあります。 

雨がやんでも、すぐさま安全だ

と油断しないようにしましょう。 
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4.4 安否を確認する 

災害時には情報が混乱しやすく、また電話なども通じにくくなります。災害が

発生したときに学校や職場など離れたところにいたら、連絡がつかなくなる場合

があります。あらかじめ決めておいた連絡手段で確認するほか、隣近所など周囲

に声をかけ、安否を確かめ合いましょう。 

■ 自宅や避難先に状況をメモして残す 

避難するときに、自宅に避難先を記したメモを残

しておくと、あとから自宅を訪ねてきた人が自分た

ちを探す手間が省けます。また、避難先に掲示板な

どがあれば、無事に避難していることを記したメモ

を貼ったりして安否を知らせることもできます。あ

らかじめ決めておいたいくつかの方法を組み合わせ

て、慌てずに連絡をとり合いましょう。 

（⇒42 ページ参照） 

■ 災害用伝言サービスなどを上手に活用しよう 

みんなが電話で家族や友人の無事を確認している

と、電話が混みあって救急や救助活動など災害対応

に必要な電話がつながりにくくなってしまいますの

で、不必要な電話は控えましょう。 

家族の無事を知らせたり安否を確認したいときに

は、携帯のメールやインターネットサービスなどの

あらかじめ決めておいた方法を使うほか、災害用伝

言サービス（NTT の「災害用伝言ダイヤル」や携帯

電話各社の「災害用伝言板サービス」など）を活用

しましょう。こうしたサービスは、大規模災害の場

合に開設されます。テレビニュースなどで報道され

たら積極的に活用しましょう。（⇒43 ページ参照） 

 

 

災害用伝言ダイヤル（171）や携帯各社の災害用伝言板サービスは、体験利

用できる期間があります。家族で実際に利用して使い方に慣れておきましょう。 

【体験利用日】毎月1・15日、1/1～1/3、1/15～1/21、8/30～9/5 

〈例〉災害用伝言ダイヤル（171）の利用方法 
（被災地から録音し、被災地外で聞く場合） 

 

 

 

 

 

災害用伝言サービスを体験してみよう 

被 災 地 

①171をダイヤル 
②「１」（録音）を選ぶ 
③自宅（被災地）の電話番号
（固定電話）をダイヤル 
④メッセージの録音 

被災地外 

①171をダイヤル 
②「2」（再生）を選ぶ 
③被災地の方の電話番号をダ
イヤル 
④メッセージの再生 
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4.5 隣近所で避難行動要支援者（災害時要援護者）を支える 

■ 避難行動要支援者(災害時要援護者)の特性と主な対象者 

避難行動要支援者（災害時要援護者）とは、災害から身を守る上で何らかの

ハンディがあり、周囲の支えが必要な人たちのことです。 

【避難行動要支援者（災害時要援護者）に該当する人】 

高齢者（特に一人暮らしの人）、乳幼児、妊産婦、心身障害者、目や耳

の不自由な人、日本語を理解できない外国人など 

■ 災害時に困ることと支援のポイント 

【高齢者】認知症などで状況判断が困難な人、体力に自信のない人、自力で動

けない人など、状態が人によって異なります。まず安心させて当人の希望

を聞き、できれば何人かで協力して、状況に応じた支援をゆっくりと行い

ましょう。特に一人暮らしの高齢者については、注意しましょう。 

【乳幼児、妊産婦】乳幼児を抱えての避難は危険で、持ち出し品も多く持てな

い状態です。乳幼児を連れた人や妊産婦を見たら、どのような手助けが必

要か聞きながら、付き添うようにしましょう。 

【心身障害者】手足のマヒなどで移動が困難だったり、日

常と異なる状況でパニックになったりするおそれがあ

ります。落ち着かせて当人の状況にあわせ、手を引く

などして安全な場所へゆっくり誘導しましょう。 

【目の不自由な人】災害時は普段と様子が異なるため、白

杖を使った移動が困難となり、自発的に動けないおそ

れがあります。まず周囲から声をかけ、現在の災害の

状況を伝え、避難誘導を行いましょう。 

【耳の不自由な人】防災無線や拡声器など音声の情報や、周りでの会話が伝わ

らないので、状況がわからず逃げ遅れるおそれがあります。肩をたたいて

合図したり、メモを見せたりするほか、口をゆっくりあけて話したり、身

振り手振りで知らせるなどしてコミュニケーションをとりましょう。 

【外国人】言葉でのコミュニケーションが難しく、逃げ遅れる危険性が高くな

ります。簡単な絵やジェスチャーで状況を伝え、必要に応じて手を引くな

どして安全な場所へ誘導しましょう。 

■ 避難行動要支援者(災害時要援護者)にいつでも手が差し伸べられるようにしよう 

一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯、障害のある人など自力で避難する

のが困難な人が、地域の中でどこに住んでいるか把握し、いざというとき避難

行動を手伝えるように、地域のみんなで見守りましょう。 
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～自助行動が命を救った事例～ 

① 防災教育・火山マップによる住民の防災意識高揚で、事前避難に成功 

～2000 年有
う

珠
す

山噴火時の北海道壮
そう

瞥
べつ

町の事例～ 

北海道の有珠山は、2000年（平成12年）の噴火を含め20世紀に4回噴

火し、多くの被害が発生してきました。地域住民には過去の噴火を体験した方

も多く、そのときの教訓を次の噴火の際に役立てようという思いがありました。

そのため、地域では｢有珠山火山防災マップ｣の全戸配布（1995年）、「子ど

も郷土史講座」等の防災教育などの取り組みが行われてきました。 

これらが地域住民の防災意識の向上に貢献し、2000年の噴火の際には、噴

火予知に基づく適切な避難誘導に加え、住民の高い防災意識によって速やかな

避難が行われ、結果として１人の犠牲者も出ませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 防災教育が奏功し、児童・生徒が自ら危険を判断して高台へ避難 

～2011 年東日本大震災発生時の岩手県釜石市の事例～ 

釜石市では、小中学校合同の避難訓練、地域住民を巻き込んだ下校時の地

震発生を想定した避難訓練、防災ボランティア活動など、市内各校で様々な

教育活動を実践してきました。また、2010 年(平成 22 年)には、効率的な

津波防災教育カリキュラムの実施を目的に『釜石市津波防災教育のための手

引き』を作成しました。 

2011 年(平成 23 年)3 月 11 日の地震発生直後、釜石東中学校の生徒は

自らの判断で校庭に集合し、避難行動を開始しました。すぐに、隣接する

鵜住居
うのすまい

小学校の児童が続いて避難しました。 

避難する中で、最初の避難場所が危険と判

断し、より高台にある介護福祉施設へ、津波

が堤防を越えるとさらに高台の石材店へと、

その場その場で状況を判断しながら、より安

全な場所へと避難を行いました。その結果、

両校の児童・生徒から津波の犠牲者は１人も

出ず、『釜石の奇跡』と呼ばれました。 

 

さいがいコラム 

2000 年の有珠山噴火 

（内閣府防災情報HP より） 

有珠山火山防災マップ(1995 年当時) 

（壮瞥町 HP より）

巨大津波から避難する釜石東

中学校の生徒たち 

（釜石市鵜住居町 住民提供） 
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