
《発生確率》

O南海トラフ巨大地震は30年以内に70%-80%程度の確率で発生すると想定
《名古屋市域の被害想定(あらゆる可能性を考慮した量大クラスの爆合))

0愚大震度 7 
0津波浸水想定区属中村区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、緑区

区分 対節前 対策後

死者 数 約6.700人 • 固惨 約1.500人
重 傷者数 約3.000人 • 固砂 約1，400人
軽傷者数 約12.000人 • 回砂 約6.900人

地震動による全壊棟数 約34.000棟 • 圃' 
約9.900棟

[想定で見込んだ防災対策の内容]

区分 対 策

0建物の耐震化 O家具等の転倒・沼下防止対策

人 的 被害
0全員が発災後すぐに避難開始(昼間5分、夜間10分)

0既存の津波避難ビルの有効活用

0耐震化による、津波被害を受ける自力脱出困難者の減少

建物・経済被害 0建物の耐震化

.同思在Jj8Jj吾藍匂Eヨ・
毎年、日本各地で、台風や大雨による被害が発生しています。名古屋市では、伊勢湾台風を始め、平成12年

東海豪雨や平成20年8月末豪雨による被害を受けてきました。

いざという時の避難行動等を確認し、日頃から備えましょう。

' 嘗戚レベル等 )( 住民がとるべき避難行動等 )( 避難情報 、1
4
1，ノ

;警戒レ叫 l 

災害発生
|河!JII一 l大雨特別警報(浸水害) 園

土砂:大雨特別警報(土砂災害) 園

|河!JII一司大雨嘗報(浸水害) 国
土砂 :大雨嘗報(土砂災害) 園

高潮:高潮注意報 国

既に災害が発生している状況です。
命を守るための置普の行動をとりましょう。l災害発生情報

[主Jl |却~I 雌陳情報 | 
土砂:土砂災害警戒情報 目
高潮:高潮警報、高潮特別警報 目

一-
速やかに危院な場所から避難先ヘ避離

しましょう。

指定緊急避難場所等(親戚・友人宅含む)

避難指示(緊急)

避難勧告

用品目
難に時間を要する方(高齢者、障害者、

幼児などの要配慮者)とその支援者は

険な場所から避難をしましよう。

避難準備・

高齢者等避難開始

※警戒レベ、ル3相当情報(例:大雨嘗報)が発表されたとしても、必ずf遜重量準備・高齢者等遜費量開始Jが発令されるとは限りません。
※気象庁の発表する阜期注意報ボ嘗戒レベ)1.，.1、注意報が嘗戒レベル2となります。



坦 !EJ8をE号号j
安価、かつ確実に命を守る対策です。

寝室を優先に家具等の配置の見直し、背の低い家具への変更や固定など、転倒防止対策を行いましょう。

U 。
家具を置かないようにしている 就寝場所や、出入口を塞ぐ位置に倒れないよう怠

家具のレイアウトにしている

x 0 
壁側奥に設置

背の高い家異は置か怠いようにしている
家具の転倒による負傷を防ぐため、家具を固定している

※様々な家具転倒防止器具があります

火事を起こさない、起きても小さな火のうちに
消すことが重要です。

火災を早期発見し、初期に消火できるようにするため、住宅用火災警報器や住宅用消火器等を備えておきましょう。

⑫ 
あらかじめ感麗ブレーカーを設置

-E諸国儲 圃Ifl銅臨輔副田・

長又t 酢円:
おもり式 ハ‘ネ式

《感震ブレーカー設置の留意事項》
感麗ブレーカーの種類 (例)

感震ブレーカーを設置した場合、機器の作動により人工呼服器等の医療機器や避難用照明、情報収集用のテレビ

などが使用できなく怠るおそれがあります。それらの点を踏まえ、住環境に合ったものを設置するようにしましょう。

;家具転倒防止 E
ボランティア E

自力で家具転倒防止をすることが困難な世帯への支援として、

「家異転倒防止ボランティアjの派遣を行っています。詳しくは、各区の

消防署総務課または区役所総務課までお問い合せください。

面護運:圏診議運 111襲撃
/一一一--------

襲撃

審議鴎
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-風水害からf命を守るJIこは、まず自宅が安全かどうか確認しましょう

・避難先だけで怠く、避難するタイミングも大切です

.イザというとき、自らがとるべき行動を考えましょう(マイ・タイムラインとも言います)

E~岨斑=-1Ii圏直 1】

一番厳しい想定のとき

ご自宅周辺の浸水深は?; メートル j

洪水・内水ハザードマップや、地区防災カルテを見てみましよう

-~~司四傾~司置2)

あなたのご自宅は?
(一野家/長屋/マンション/アパート等)

i 階建 (階)1 
マンション、アパートは、自宅階数も書きましょう

sa司置~æ"1Ii圏直3)

チェックポイント①・①を踏まえると、命を守るために
イザと言うとき、ご自宅から避雛する必要はありますか?

瓦 時亙薮白」 ベ 亙173g委員立〉

在宅避難でOK
(自宅2階への垂直避難も「在宅避難Jです)

逃げ時(タイミング)I:?
逃げ先(避難先)は?

-逃げ時(タイミング)
避難情報… 避難準備・高齢者等避難開始(警戒レベル3) I 

避難勧告、避難指示(緊急)(警戒レベル4) -: 
区百石1気象情報(2-3時間、24時間雨量予測、土砂災害警戒情報)11
|参考情報|河川情報(水位情報、指定河JlI洪水予報)など ・.

-逃げ先(避難先)
親族・友人宅や、指定緊急避難場所を確認

※逃げ時を逸し、外に出ることが危tJ.い渇合は、

FE覗I'üf~個置4耳

ご自宅の場所、構造は?
(1 )土砂災害嘗戒区域に含まれ

(2)堤防の近く、かつ木造住宅

‘ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・包.-一三号占星・--_..... -a:..-盆.-盆害容.包血響、--・・・・・・・・・究
(必要怠ら1ct'119番通報してください)

イザと言うとき、警戒区域外に避難

イザと言うとき、安全な建物に避難

安全芯建物の例…鉄筋コンクリート造(RC造)
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適切怠避難行動
日頃から、「ナゴヤ避難ガイドj等で災害に応じた避難場所及び避難経路をチェックしましょう

"-

|守れる ゆ自宅にとどまる
(緊急避難の必要怒し) lzzzwzzで|

安否確認方法

• • • 
忘れてイナイ?

指定緊急避難場所
(災害の種別で異怒る)
親戚・友人宅への避鑓

伝言の録音方法 伝冨の再生方法

災害伝言171と覚えてください。 .【1 1711lSl1描副鹿島司 直1工711~嘘植田~~... 

ー ガイダンスが流れます 喝捗ガイダンスが流れます

-・・.1:長ヨ9Jlヨ面軍111・・・ -・・'-:.=""J:ヨゆ豆諸這置211・・・
ガイダンスが流れます ..ガイダンスが流れます
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備蓄晶・非常持出晶チェックリスト福蕊ZSFZS522忌ましょう。

|備蓄晶災害に備えて用意しておきたいもの | 

防災用品 寝異等
口給水用の 口毛布
ポリ容器・バケツ 口寝袋

口ロープ ロキャンプ用テント
ロパール 燃料
口のこぎり・工具怠ど ロカセットコンロ
便利用昂 (予備ポ、ンベ含む)

ロドライシャンプ一 口固形燃料

命をつなぐために用意しておきたいもの
口保存がきく食昂(自分が食べやすいもの)
口常備薬(持病の薬を含む)
口飲料水(ペットボトル)
1人1日3リットルIJfEl安です.また、水分の多い食畠(ゼリ-

tJ.ど?と組み合わせることで置を漏らすことがで苦ます.

ローリングストックにより食畠のロスを防ぐことができま宮.

7自分用意
しましょう

非常持出晶蹴する隠に持って竺

防災用品 医事費用品 照明等
口機宇野ラジオ 口三角きん 口懐中電灯(電池含む)
口ヘルメツ卜・ 口包帯・ガーゼ ロマッチ、ライター
防災ずきん 口ばんそうこう 衣料晶

口軍手 口消毒薬 白衣類(着嘗え)
貴重品 口ウェットティッシュ ロタオル(大小2種類)
口現金(小銭も必要) (ティッシュ) 便利用品
口預(貯)金通帳の写し 口お薬手帳 口筆記用具
口健康保険証 ・免許証 :一一一一一一ーー一一ー:口新聞紙
の写し ;感染症対策用品 :口燐宇野用トイレ

ロカード類 !口体温計 )ロキッチン周ラップ
口認印・印鑑定主ど ;口マスク :口使い捨てカイロ
食器類 ;口アルコール消君事液 ;口雨具
口はし・スプーン :口スリッパ :口手動燐帯電話充電器
口紙皿・紙コップ :口ゴミ袋 :口トイレットペーパー
口水筒

その他
{個人的に必要怠もの)
口ミルク (粉 ・液体)
口紙おむつ
日生理用品
口予備のメガネ ・補聴
器など

ロペット用晶(エザ・
水主主ど)

千種肖防署 TEL. 764・0119
IF.lI'/J~ FAX.752・1119

中村肖防署 TEし481・0119
II":II'/J'EI FAX.483・0119

熱田肖防署 TEL. 671-0119 
IF.lI'/J'EI FAX.681・0119

守山肖防署 TEし791・0119
It":lI'/J'EI FAX.793・0119

ヤ

東消防署 'I:: ~~~心119 中消防署
TEL. 231・0119 中川肖防署 TEL. 363・0119 緑消防署

TEL. 896・0119
X.937-4468 FAX.222・0119 IF.lI'/J'EI FAX.362・0119 FAX.891・0119

北消防署 山県:2119 昭和肖防署 TEL. 841・0119 港消防署
TEL. 661 -0119 名東肖防署 TEし703心119

....A、J ，..... r-1"t"'4..._.. r、
IF.lI'/J"EI FAX.842・0119 FAX.653・0119 IF.lI'/J"EI FAX.703・0104

西消防署
TEし521-0119 瑞穂肖防署 TEL. 852・0119 南消防署

TEし825・0119 天白肖防署 TEし801・0119
FAX.532・0119 IF.lI'/J_ FAX.852・6223 FAX.822・6133 IF.lI'/J'EI FAX.806・0119
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