
災害時要配慮者支援マニュアル 

このマニュアルは、災害に備えた事前の準備と、実際に 

災害が起こった場合にとるべき行動をまとめたものです 

平成３１年１月改定 

さ い た ま 市 





はじめに 

 さいたま市では、阪神・淡路大震災の教訓を活かし、高齢者や障害者などの災害時要

援護者の被害を最小限に止めることを目的として、「さいたま市福祉防災マニュアル」

を平成１４年に策定しました。 

 また、平成１６年には、この福祉防災マニュアルの中から、地域防災活動に役立つと

思われる部分を抜粋した「さいたま市福祉防災マニュアル（住民編）」を作成し、災害

時要援護者の身を守るために、要援護者本人並びに地域住民が、災害の発生に備えて日

頃から行っておくべきことや実際に災害が発生した場合にとるべき行動を整理しまし

た。 

 その後、国においては、平成１８年３月に「災害時要援護者の避難支援ガイドライ

ン」を改定し、災害時要援護者の避難支援対策について、基本的な考え方や進め方を明

らかにし、平成１９年１２月には、「自然災害の「犠牲者ゼロ」を目指すために早急に

取り組むべき施策」において、災害時要援護者の避難支援対策の促進をその一つとして

位置付けたことを踏まえ、平成２０年１２月に本マニュアルを改定しました。 

前回の改定から１０年が経過し、その間に多くの災害が発生し、多くの高齢者や障害

者の方々が犠牲者になりました。 

国においては、平成２５年に災害時の避難に特に支援を要する者の名簿（以下「避難

行動要支援者名簿」という）の作成を市町村長に義務付けるなど、災害対策基本法（以

下「法」という）の一部を改正し、同年８月には、国の「災害時要援護者避難支援ガイ

ドライン」を全面的に改定し、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」

を策定しました。 

 このようなことを踏まえ、頻発する災害に対して、正確な情報の掲載や、福祉避難所

などの災害時支援体制の周知をし、要配慮者の円滑な支援を行えるようにするため、福

祉防災マニュアル（住民編）を改定し、地域で暮らす要配慮者自身がどのように行動し

たらよいか、地域で助け合う体制をどのように作っていけばよいかなどを、具体的に示

すこととしました。 

 このマニュアルを活用し、災害に備えた事前の心構えや準備、地域の助け合いによる

防災力の向上につながっていただければ幸いです。

※ 『災害時要援護者避難支援ガイドライン』において、災害時の一連の行動をとるのに支援を要する人々を「災害時要

援護者」と定義し、具体的に高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊婦等をあげていましたが、平成25年6月の災害対策基

本法の一部改正により、「高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者」を「要配慮者」と定義されました。
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一般的な防災対策 

日頃の備え 

１．家での備え 

(1) 地震を中心とした災害全般 

〇 家の中の安全対策のポイント 

・食器棚

扉が開かないように金具をつけ、中の食器が飛び出すのを防ぐ。 

・本棚、タンスなど

固定する。（固定金具、家具転倒シートの使用など） 

・暖房器具 

耐震自動消火装置があるかどうか確認する。 

近くに燃えやすいものは置かないようにする。 

・照明器具

一本のコードで吊るすタイプのものは、鎖と金具で数か所留める。 

蛍光灯は蛍光管の両端を耐熱テープで留めておく。 

・住宅用火災報知器

消防法により家庭でも設置が義務付けられている。 

・カーテン

防火加工されたものを使う。 

・窓ガラス

飛散防止フィルムを屋内側に貼る。 

・テレビ

できるだけ低い位置に置く。 

★出入り口や通路周辺に転倒、移動しやすい家具類を置かないようにしましょう。 

★「寝る場所」や「座る場所」にはなるべく家具を置かないようにしましょう。 

置く場合には背の低い家具にするか、家具の置き方を工夫しましょう。 

★住居内で、なるべくものを置かない安全スペースを作ることも大切です。 

緊急地震速報を受けた場合は、あらかじめ定めた安全スペースへ退避し、 

身の安全を図りましょう。 
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〇 家の周囲の安全対策のポイント 

・屋根 

屋根瓦やアンテナが不安定になっていないか確認する。 

・プロパンガス 

倒れないようにしっかりとした土台の上に置き、鎖で壁面に固定しておく。 

・ブロック塀 

土中に基礎部分がないもの、鉄筋が入っていないものは補強する。 

ひび割れや傾き、鉄筋のさびがある場合は修理する。 

塀は高すぎないか（地盤から２．２ｍ以下）確認する。 

塀の高さが１．２ｍ超の場合、控え壁があるか確認する。 

・ベランダ 

整理整頓し、落下する危険がある植木鉢やエアコンの室外機は 

配置を換えるか固定する。 

・玄関まわり 

自転車や植木鉢など、出入りの支障となるものは置かない。 

〇 非常持ち出し品の用意 

・非常食 

・飲料水 

・携帯ラジオ（予備の電池） 

・懐中電灯（予備の電池・電球） 

・ヘルメット、防災頭巾 

・救急医薬品 

・常備薬（お薬手帳） 

・貴重品（預金通帳、印鑑など） 

・現金 

・健康保険証のコピー 

・住民票のコピー 

・口腔清掃用具 

・ろうそく、ランタン 

・ライター（マッチ） 

・ナイフ、缶切り、栓抜き 

・ティッシュ（ウエットタイプも） 

・タオル 

・ビニール袋 

・上着、下着 

・軍手 

・シート 

・携帯電話の予備バッテリー 

・生理用品 
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〇 備蓄品の用意 

・食料品：缶詰、レトルト食品、ドライフーズ、調味料、スープ、 

みそ汁、チョコレート、あめなど 

※非常食を３日分、できれば７日分以上 

・水（一人あたり１日３リットル）※最低３日分以上 

・燃料（卓上コンロ、固形燃料、予備のガスボンベなど） 

・毛布、タオルケット、寝袋など 

・洗面用具 

・鍋、やかん 

・簡易食器（割りばし、紙皿、紙コップなど） 

・ラップ、アルミホイルなど 

・ウエットティッシュ、トイレットペーパーなど 

・マスク、使い捨てカイロなど 

・簡易トイレ 

・予備のメガネ、補聴器など 

・工具類（ロープ、バール、スコップなど） 

非常食の備蓄方法として、おすすめ

はローリングストック（回転備蓄）

です。

災害時用に保管している備蓄食品を

古いものから定期的に普段の食卓で

活用しましょう。

そして食べた分だけ買い足します。

こうすれば賞味・消費期限のチェック

にもなり、比較的期限が短いもので

も非常食として役立てることができ

ます。

買い足す 

普段の生活で消費 

- 7 -



〇 家族で災害が発生した時について話し合う 

・休日には集合場所まで実際に歩き、通り道の安全を確かめてみる。 

・消火器などの機材を備えておく（使い方にも慣れておく）。 

・電話が通じないときの連絡方法 

   ・災害用伝言ダイヤル「１７１」 

    ・携帯電話やパソコンの Eメール 

    ・SNS（twitter facebook など） 

   ・公衆電話 

・都内などへ交通機関を利用して通勤、通学している人は、安心して職場や学校に

留まれるよう、電話が通じなくなった場合の連絡方法や集合場所などを家族で話

し合っておきましょう。小さな子どもがいる場合は、迎えに行く方法なども学校

などの体制を確認して決めておきましょう。 

(2) 風水害 

〇 家の周囲で行う対策のポイント 

・屋根 

瓦のひび、割れ、ずれ、はがれ、トタンのめくれがないかを確認する。 

・雨戸 

がたつきや、ゆるみなどがあれば補強しておく。 

・雨どい

継ぎ目のはずれや塗装のはがれ、腐りがないかを確認する。 

落ち葉や土砂で詰まらせないように掃除しておく。 

・窓ガラス

ひび割れ、窓枠のがたつきはないか確認。また強風による飛来物などに備えて、 

外側から板でふさぐなどの処理をしておく。 

・ベランダ

鉢植えや物干しざおなど落下の危険が高いものは室内へ入れる。 

・側溝

側溝のごみや土砂を取り除き、雨水の排水をよくしておく。 

・ブロック塀

ひび割れや破損個所は補強しておく。 
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〇 台風などが接近してきたときの対策のポイント

・停電に備えて懐中電灯やラジオを準備する。 

・避難に備えて非常食、貴重品、救急医薬品などの 

非常用持ち出し品を準備する。 

・最新の気象情報をテレビ・ラジオなどで集める。 

・断水などに備えて、飲料水などを確保しておく。 

・むやみに外出しない。 

・浸水などのおそれがあるところでは、家財道具や食料品、衣類、寝具などの生活

用品を２階などの高い場所へ移動させておく。 

・高齢者や乳幼児、病人などを安全な場所へ避難させる。 

２．地域の中での備え 

(1) 自主防災組織の活動に参加する 

 大規模な災害が起こった時は、電話や電気、ガス、水道などのライフラインの寸断

や交通網の乱れにより、公的機関の支援が遅れることが想定されます。そのようなと

きにこそ、隣近所の身近な住民で結成した自主防災組織の活動が力を発揮します。地

域の住民がともに助け合い、協力し合うことで被害を最小限にすることができるので

す。地域の皆さんで自主防災組織の活動に協力しましょう。 

※自主防災組織とは、市民が自主的に地域の防災活動を行う団体で、さいたま市で

は、自治会を母体として結成しています。 

(2) 自主防災組織の主な活動 

〇 災害時 

・情報の収集、伝達活動 

・救出活動 

・初期消火活動 

・医療救護活動 

〇 平常時 

・防災知識の普及 

・防災巡視、防災点検 

・防災資機材の整備 

・防災訓練の実施
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災害が起きたら 

災害発生時には、まずは落ち着いて、慌てずに行動することが求められます。その時

いる場所などによって、対処法が異なりますので、冷静な判断と行動で、自分の身を守

り、被害を拡大させないことが大切です。 

  また、避難する際には、まわりの状況判断ができない場合があるので、単独での行動

はせずに、家族や近所の人と声を掛け合って避難しましょう。 

１．地震 

〇身の安全を確保する 

  ・丈夫な机やテーブルの下にもぐるなどして、揺れ

がおさまるのを待ちましょう。 

〇火の始末をする 

  ・小さな揺れの時は、直ちに火の始末をしましょう。 

揺れが激しいときは無理をせず、揺れがおさまったら、コンロやストーブ、ファン

ヒーターなどの火を消しましょう。 

〇逃げ道を確保する 

  ・揺れによって建物がゆがみ、ドアが開かなくなることもあります。玄関ドアや部屋

の窓を大きく開けて、避難できるようにしましょう。

家の中にいるときの安全確保 

地震発生 
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〇デパート・スーパーマーケットにいたら 

  ・商品の落下やショーケースの転倒、ガラスの破片に注意しま

しょう。柱や壁際に身を寄せ、手荷物で頭を守りましょう。 

・あわてて出口に殺到するとパニック状態になることもあり危険

です。店員の指示に従って行動しましょう。 

〇エレベーターにいたら 

  ・エレベーターが自動で停止しない場合は、すべての階のボ

タンを押し、停止した階で外に出ましょう。 

・閉じ込められた場合は、非常ボタンやインターホンで外部

と連絡を取り、救出を待ちましょう。 

・防災キャビネットが設置されている場合は、収納品を活用

して救助を待ちましょう。 

〇地下街にいたら 

  ・大きな柱や壁に身を寄せ、揺れが収まるのを待ちましょう。 

  ・地下街には６０メートルおきに出口があるので、落ち着いて行動

しましょう。 

  ・火災が発生したらハンカチなどで鼻と口を覆い避難しましょう。 

〇路上にいたら 

  ・手荷物などで頭を守り、広場などへ移動しましょう。 

  ・繁華街ではガラスや看板などの落下物に注意しましょう。ま

た、住宅街ではブロック塀や門柱から離れましょう。自動販売

機の転倒にも注意しましょう。 

屋外にいるときの安全確保 

屋内（外出中）にいるときの安全確保 
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〇車にいたら（運転中だったら） 

  ・徐々にスピードを落とし、道路の左側に停止してエンジンを

切りましょう。 

  ・揺れがおさまるまでは、車外に出ず、カーラジオなどで情報

を確認しましょう。 

  ・車を離れるときは、キーをつけたままで、ドアのロックも 

しません。 

〇電車やバスに乗っていたら 

  ・停車の衝撃に備え、つり革や手すりにしっかりとつかまりまし

ょう。 

  ・網棚からの荷物の落下に備え、手荷物で頭を保護しましょう。 

  ・勝手に車両から下りず、乗務員の指示に従いましょう。 

〇火が出たらすぐ消火する 

  「火事だ」と大声で叫び（声が出ないときは非常ベルを鳴らすか、やかんや鍋などで

大きな音を出す）、近所に助けを求め、消火器などで消火します。手近に消火器が

ない場合、座布団などでたたいて消火します。ただし、炎が天井に届いたら消火は

困難なので、無理をせず避難しましょう。 

〇靴を履く 

・ガラスの破片などから足を守りましょう。 

・水害の際は、長靴での避難は危険となる場合もあります。 

地震直後 

余震に注意！！ 
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〇家族の安全を確認する 

・「災害用伝言ダイヤル」や「災害用伝言板」の使い方を確認しておきましょう。 

〇非常持出品を用意する 

  ・P.6 非常持ち出し品の用意 

〇テレビ・ラジオなどで正しい情報を得る 

  ・ラジオ FM79.5MHz「 FM NACK5」 

FM87.3MHz「 CityFM さいたま REDS WAVE」 

  ・テレビ テレビ埼玉 データ放送 
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〇ライフラインの安全確認 

  ・停電になったら、通電火災(※)を起こさないように家電製品のコンセントを抜く

か、ブレーカーを落としましょう。あわせて通電時までに電気器具や配線の破損な

どを確認しましょう。 

   ※通電火災：地震などに伴う停電後、停電から電気の供給が回復した際に倒れた 

電気器具や、破損した電気配線に通電した時に火災が発生します。 

また、ガスが漏れているところで通電し、発火する場合もあります。

これら、電力が復旧する際に発生する火災のことをいいます。 

  ・ガス・水道の元栓を閉めましょう。電気、水道、ガスは、安全の確認ができるまで

使用を控えましょう。 

  ・トイレは、排水管の状況が確認できるまで使用せず、簡易トイレなどで対応しまし

ょう。          

・強い揺れやガス漏れを検知すると、安全装置が作動して、 

自動的に停止するので、マイコンメーターの操作方法を確

認しておきましょう。ガスが使用できる状態で、赤ランプ

が点滅している場合はガス漏れの疑いがあります。 

〇外へ逃げる時はあわてずに 

瓦や割れた窓ガラス、看板などが落ちてくることがあるので、むやみに外へ飛び出す

のはやめましょう。建物の倒壊や火災の危険がある場合は、火災防止のため電気のブ

レーカーを切り、落下物に注意しながら外へ避難しましょう。 

２．風水害 

・窓やカーテン、雨戸やシャッターなどを閉めましょう。 

・竜巻が発生したときは、家の１階や地下など最下階で中心部に近い窓のない部屋に 

移動し、丈夫な机やテーブルの下に入るなど、身を小さくして頭を守りましょう。 
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 ・避難するときは、冠水で足元が見えず側溝などに落

ちることがないよう、杖などで安全を確認しながら

集団で移動しましょう。 

３０ｃｍ程度の浸水でも自動車のエンジンが停止す

る場合があり、危険を伴います。また、自動車での

避難は緊急車両の妨げになりますので、特別の場合

を除きやめましょう。 

 ・歩行可能な水深は約５０ｃｍです。水の流れが速い場合は２０ｃｍ程度でも危険とな

ります。逃げ遅れた場合は、自宅や近隣建物の２階以上へ緊急的に一時避難し、救助

を待ちましょう。  

３．大雪 

さいたま市は豪雪地域ではありません。しかし、慣れていないからこそ、雪が降り積

もった後は、けがや事故などさまざまな影響が出ますので、不要な外出は控えましょ

う。やむを得ず外出する際には下記の点にご注意ください。 

４．火山災害 

さいたま市は、地理的に火山の噴火による溶岩流や噴石による被害はないと考えられ

ますが、富士山や浅間山などで大規模噴火が起きた場合、火山灰による呼吸器系や角膜

などへの健康被害が懸念されます。降灰が確認された際は下記の点にご注意ください。 

・家の中に火山灰が入らないよう窓を閉め、洗濯物は外に干さないようにしましょう。 

・自動車を運転する場合は、滑りやすくなるのでスリップに注意しましょう。 
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高齢の方の防災対策 

日頃の備え 

○まずは、自ら備えましょう 

  可能な範囲で、自ら災害への準備を行うように心がけましょう。自ら災害への準備を

しておくことで、災害発生時に、落ち着いた行動ができます。また、迅速な避難が可能

になったり、助けが来るまでに安全に待機できるなど、身を守ることにつながります。 

○ご家族や周りの方などに協力をお願いしましょう 

  ご家族との同居、別居にかかわらず、災害への準備に当たっては、ご家族の協力を得

ましょう。具体的には、定期的な準備状況のチェックや、災害対策について、ご家族で

話し合いの時間を定期的に持つことが大切です。 

  また、ひとり暮らしの方や外出中に災害が発生した場合は、すぐに家族の方の協力が

得られない可能性があります。その場合は、ご近所やお知り合い、介護スタッフの方の

協力が支えになります。日ごろからご近所の方とお話をしたり、必要に応じて連絡先・

連絡方法を共有しておくことが、災害時の備えにつながります。 

○防災訓練・避難訓練に参加しましょう 

  自治会（自主防災組織）や区役所などが主催する防災訓練・避難訓練は、災害時の行

動や避難所の場所などの確認ができるだけでなく、地域の方との接点を持つうえでも大

変有効ですので、できる限り参加しましょう。 

○医薬品や医療器具、福祉用具なども忘れずに備えましょう 

  災害への準備に当たっては、災害発生時に最初に持ち出す「非常持出品」や、復旧ま

での数日間を支える「備蓄品」の準備は欠かせません。それに加え、高齢者の方や介護

などのケアを必要とする方は、ご自身の病気や身体の状態に関係するものとして、常備

薬や医療機器、福祉用具も、当面必要な量を確保しておく必要があります。 

また、非常持出品は重くなりすぎないように注意し、背負いやすいリュックなどに入

れて、いつでも取り出せる場所に備えておきましょう。 

（具体的に用意しておくものの例） 

常備薬、お薬手帳、着替え、おむつ、ティッシュ、補助具の予備、メガネ、補聴器、

つえ、健康保険証及び介護保険証のコピー 
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〇これらの備えに加え、以下の方は個別の準備が必要です。 

・ご近所やお知り合いの方、民生委員などと連絡先などの情報を共有しましょう。 

・あらかじめ、家族に避難予定の場所を伝えておきましょう。 

・自宅内で過ごす部屋やベッドの周りには、転倒しやすい家具などは置かないように

しましょう。やむを得ず、配置するときは転倒防止用具などを設置しましょう。 

・紙おむつなどの介護用品に加え、避難時の行動に備えて、幅の広いおんぶ紐などを

用意しておきましょう。 

・家族から、ご近所の方や介護職員（ヘルパー）などに、避難行動時に助けが必要な

旨を説明しておきましょう。 

・地域の中で、認知症に詳しい人を見つけ、災害時に協力をお願いできるようにして

おきましょう。 

・家族の方は、認知症の方への接し方について改めて確認しておきましょう。（認知

症サポーター養成講座のテキストなどが参考になります。） 

ひとり暮らしの高齢の方、高齢の方のみの世帯 

身体の自由がきかない要介護高齢者（主に家族や支援する方向け） 

認知症の方（主に家族や支援する方向け） 
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災害が起きたら 

○身の安全を確保しましょう 

  まずは落ち着いて、慌てずに行動することが必要です。特に、身体の自由が利きにく

い場合は、単独行動はせず、家族や近所の人と声を掛け合いながら避難しましょう。 

○避難所に着いたら 

 （食事） 

  避難所で支給される食料は普段の食事と異なり、特に避難当初は食べにくいものが多

くなることもあります。十分な食事がとれず、栄養状態が悪くなり、体調を崩しやすく

なります。 

  体力や免疫力の低下を予防するためにも、特に、食べやすい食品や炊き出しの支給が

始まったら、普段と同じ量の食事の摂取を心掛けましょう。 

  食事量が大幅に少なくなったと感じたり、食欲が低下したときは、早めに保健・医療

スタッフに相談しましょう。 

 （排せつ） 

  避難所の仮設トイレが利用しにくいこともあるため、避難時は水分摂取を控えがちに

なりますが、その結果、脱水症状を起こしたり、便秘をきたす恐れがあります。 

  水分は我慢しないで、できる限り普段どおりの摂取を心がけましょう。また、トイレ

も我慢しないようにしましょう。 

  なお、トイレが使いづらいときや使用に不安があるときは、遠慮しないで、家族や保

健スタッフに相談しましょう。 

 （清潔） 

  避難所の衛生状態は、自宅に比べて悪化します。感染症を予防するためにも、手洗

い・手指用の消毒薬により、手を清潔にしておきましょう。また、口（歯）、尿道口、

肛門付近については、濡れたティッシュなどを使って、できるだけ毎日拭くなど重点的

に清潔を保つようにしましょう。 

  一人では、身体を清潔に保ちにくい場合は、遠慮せずに保健・医療スタッフやボラン

ティアに伝えましょう。 
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 （運動） 

  避難所での生活は、どうしても運動不足になりがちです。しかし、身体を動かさない

と、身体機能が急速に衰え、寝たきり状態につながる危険性も高まります。 

  避難所でも、散歩や体操など積極的に体を動かすようにするほか、できることはなる

べく自分で行い、今までの運動量をできるだけ保ちましょう。 

 これらの注意点に加え、以下の方は個別に以下の内容にも留意しましょう。 

・避難所内で顔なじみを作るように心がけましょう。 

・同じ体験をした周囲の人と話をするなど、思いを共有しあったり、悩みを相談しあっ

たりしましょう。 

・不安なときは、遠慮なく保健・医療スタッフやボランティアに相談しましょう。 

・まずは、避難所にいる医療・福祉スタッフやボランティアに、日常生活動作の介助が

必要である旨を伝えましょう。 

・また、介護サービスを受けている場合は、サービス提供事業所やケアマネジャーに、

避難所の場所を伝えましょう。 

・防災カード（住所、氏名、緊急時の連絡先、かかりつけ医療機関名、常備薬の種類な

どを記載したもの）を作成し、援助が必要な時には、要配慮者から支援者にいつでも

渡せるように、日頃から携帯しておきましょう。 

・災害による心身の疲労や、急激な生活環境の変化は、認知症の症状を増悪させる危険

性があります。また、認知症でなくても「夜中にごそごそ動く」、「意識がぼんやり

する」といった『せん妄』と呼ばれる、一過性の脳機能障害がおこる可能性がありま

す。 

ひとり暮らしの高齢の方、高齢の方のみの世帯 

身体の自由がきかない要介護高齢者（主に家族や支援する方向け） 

認知症の方（主に家族や支援する方向け） 
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・「時間、場所、状況がわからない」「もの忘れの症状が見られる」「夜眠れない」

「昼夜逆転する」「落ち着かずウロウロする」などの症状が見られるようになった

ら、早めに保健・医療スタッフに相談しましょう。 

・避難所に介護の経験者や認知症サポーターが居るか確認しましょう。 

・避難所にいる認知症の人に対しては、「驚かせない」「急がせない」「自尊心を傷つ

けない」「介護者にも声かけ」などのポイントに留意しながら接しましょう。 
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障害のある方の防災対策 

日頃の備え 

〇医療・相談機関のリストを作りましょう 

   体の不調や薬のことで困ったときに相談できるよう、かかりつけ医の電話番号を記

録しておきましょう。 

   また、かかりつけ医以外の医療機関、及び保健所や障害者生活支援センターなどの

相談機関の電話番号も併せてリストに記録し、災害時に持ち歩けるようにしましょ

う。 

  （このマニュアルについている「防災・緊急時安心カード」も活用してみましょう） 

〇「お薬手帳」を所持しましょう 

  災害時は、必ずしもかかりつけ医の診療を受けられるとは限りません。お薬手帳な

どの「いつ、どの病院で、どんな薬を処方されているか」などがわかるものを持ち歩

き、他の医療機関でもあなたの薬のことを知ってもらえるようにしましょう。 

〇災害時の対応について、かかりつけ医に相談しましょう 

  災害が発生したときの治療や服薬、準備しておくものなどについて、ご家族も交え

てかかりつけ医に相談しておきましょう。 

〇地域の方とつながりを作りましょう 

  災害が発生した時は、ご家族だけでなく、自宅の周りにいる方々の協力が欠かせま

せん。日ごろから顔見知りになっておくことのほか、地域の防災訓練や行事などに参

加して、地域の方とのつながりを作っておくことが重要です。 

 〇避難生活で必要なものは、持ち出せる準備をしておきましょう 

  災害が発生後に避難するときに備えて、避難生活で必要なものは、袋などにひとま

とめにしておきましょう。 

共通する事項 
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 特に障害のある方の場合は、障害の特性に応じたものが必要となります。以下に必

要なものの例を挙げていますので、災害発生に対する備えの参考にしてください。 

【目の不自由な方】 

メガネ、白杖、携帯電話、手袋（割れたガラスなどで怪我をしないように） 

※補助犬を連れている方は、補助犬用ドッグフード・水・ケア用品など 

【耳が聞こえない方、音声・言語の不自由な方】 

予備の補聴器及び電池、筆談用のメモ又はボード、筆記用具、携帯電話など 

【手足の不自由な方】 

紙おむつ、携帯トイレ、おんぶ紐、杖など 

【内部機能に障害のある方】 

普段から使用する補装具、医療器具など 

（ストマ用装具、たん吸引機、内服薬など） 

  自宅住所や連絡先などがわかるもの 

避難場所の見学や人の多い場所に行くなど、実際の環境を想定し、少しずつ慣れてお

く。 

  症状や必要なサポート内容を伝えるカード 

  （かかりつけ医や飲んでいる薬、ご本人に合ったコミュニケーション方法など） 

身体障害のある方 

知的障害のある方・発達障害のある方 

精神障害のある方・高次脳機能障害のある方 
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災害が起きたら 

【目の不自由な方】 

目が不自由であると周囲に伝え、安全な場所まで誘導してもらいましょう。 

移動の際は、誘導員の肘や肩などにつかまり、落ち着いて歩きましょう。 

災害状況について、放送や避難の指示があっても、慌てて一人で動こうとせず、誰

かに誘導してもらいましょう。 

【耳が聞こえない方、音声・言語の不自由な方】 

周囲の人から災害の状況や周囲の様子、避難の必要の有無などを、手話や文字、絵

図や身振り手振りなどで伝えてもらいましょう。 

避難する必要が生じる地域では、あらかじめ隣近所に聴覚障害者がいるかどうか確

認し、緊急放送などで避難勧告が出た場合は、知らせてください。 

【手足の不自由な方】 

車いすを使用している方は、振り落とされないよう、少しでも安全な場所で助けを

待ちましょう。 

体の保持が不安定な方は、転倒して怪我をしないよう、座ったり地面に伏せるな

ど、姿勢を低くして状態が落ち着くまで待ちましょう。 

【内部機能に障害のある方】 

   無理な行動は体に大きな負担をかけ、病状の悪化につながる恐れもあります。状況

が落ち着いてから周囲の様子を確かめ、少しでも安全な場所に避難し、助けを待ち

ましょう。 

   また、外見からは障害があることが分かりにくいため、自分から周囲の人に手助け

を依頼しましょう。 

身体障害のある方 
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   できるだけ家族や支援員と一緒に避難しましょう。避難したあとも、家族や支援員

などの指示を落ち着いて聞き、一人で行動しないようにしましょう。 

   家の中に閉じ込められたときは、声や音を出して周囲に助けを求めましょう。 

   災害時には不安や緊張、疲れなどのストレスを感じやすくなります。落ち着けない

ときは、家族や支援員、または避難所の職員などに落ち着ける環境をつくれるよう

相談しましょう。 

   また、普段飲んでいる薬の飲み忘れにも注意しましょう。 

知的障害のある方・発達障害のある方 

精神障害のある方・高次脳機能障害のある方 
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妊産婦・乳幼児の方の防災対策 

日頃の備え 

〇モノを備えるだけが防災ではありません 

 ・妊娠中や産後の女性や乳幼児は、災害時に特別な配慮が必要とされる方々です。とは

いえ、地域の方も配慮が必要な人の存在を知らなければ、助けたくとも助けることが

できません。挨拶や声かけを通して地域に顔見知りを増やしたり、地域の防災訓練や

防災イベントに参加するように心がけましょう。 

・妊娠初期に災害への備え（避難バッグ・ハザードマップ・防災情報の収集など）をし

ましょう。 

・乳幼児の保護者（特に２人以上の乳幼児がいる方）は、普段から「自分でできるこ

と」と「自分だけではできないこと」・「支援してほしいこと」を明らかにして、周

囲に協力を求めていくことが大切です。 

・日頃から、家具などの転倒・落下防止、備蓄品や非常持ち出し品の準備、避難場所や

避難経路の確認、家族や保育園などとの情報伝達方法の確認などに努めることが大切

です。 

・災害用伝言ダイヤル 171（固定電話）、災害用伝言板（携帯電話）での連絡方法も確

認しておきましょう。 

・自宅にいる時に発災した時に、とるべき行動をあらかじめシミュレーションして書き

出しておきましょう。 

・避難や子どものお迎えの支援をしてくれる人、一緒に避難する人など、発災時のこと

をあらかじめお願いしておきましょう。

〇避難バッグを見直しましょう 

  避難バッグの基本は、両手が使えるバッグで「持てる重さと大きさ・使える状態・命

を守れる生活必需品」であること。ヘルメットがあると更に安心です。いつでも取り出

せる場所に備えておきましょう。 

  次ページの表でバッグ内を確認してみましょう。１次避難は、命を守る最初の行動の

際に持ち出すバッグ。２次避難はいったん落ちついてから取りに戻る際のバッグです。 
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〇我が家の防災マップを作りましょう 

  さいたま市が発行している防災マニュアルなど（P.37）で、避難所や危険な場所など

を家族で確認し、我が家の約束事を平時に話し合っておきましょう。 

 ※防災マニュアルなどについては、各区役所情報公開コーナーなどで配布しています。

また、さいたま市ホームページからもご確認いただけます。 

             避難バック見直し表 

リスト ポイント 避難バッグの種類 

１次避難 ２次避難 常時携帯 

※母子健康手帳、健康

保険証 

常に携帯し、大切なページはクラウドに預

けるのも一案 

オムツ・お尻ふき お尻ふきは、身体を拭く際にも役立ちま

す。 

授乳用ケープ、ミルク

セット 

日頃の、授乳方法に合わせて準備します。 

スプーン・紙コップ・

キッチン用ラップ 

様々な使い方が可能です。 

ガーゼ 歯の汚れを落としたり、顔を拭いたり、乳

幼児のお世話には幅広く使えます。 

抱っこ紐 

おんぶ紐 

避難の際や、避難所で両手が使えるので重

宝します。また、不慣れな生活場面でも、

体が密着していることで子どもも安心しや

すいです。 

離乳食・非常食 市販の離乳食や非常食を備えておくと安心

です。※アレルギーのあるお子さんは、対

応した非常食を用意しておきましょう。

着替え、靴、防寒服 抱っこして避難する際にも、歩けるように

なった子どもには靴を履かせておくと安全

です。 

生理用品 使い慣れた生理ナプキンや、生理用ショー

ツがあると安心です。 

マスク 感染症予防として、子ども用、大人用両方

準備しましょう。 

おもちゃ 使い慣れたおもちゃがあると、心のケアに

もなります。 

常備薬・ビタミン剤な

ど 

日頃から使っている薬剤や、お薬手帳、ま

た、災害時にはビタミン類が不足しやすい

のでサプリメントがあると安心です。 

※さいたま市母子健康手帳別冊の P36～「いざというとき（災害時の備え）」も併せて確認しておきましょう。 
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災害が起きたら 

発災直後 

身の安全を確保します。避難バッグ・常時携帯品を持ちます。ご近所、知り合いに声

を掛けながら一緒に避難しましょう。 

発災時に必要な行動 

○避難準備・高齢者等避難開始の指示や避難勧告が出たら、指示に従い、避難します。

（洪水や土砂崩れ） 

○できるだけ安全な場所に移動し、赤ちゃんと自分を守る姿勢をとって揺れがおさまる

のを待ちましょう。幼児は頭を庇うように抱きかかえてあげましょう。（地震） 

避難時の配慮 

＜妊娠中・後期＞ 

お腹で足元が見えず小さな段差などに気が付かず、危険なことがあります。誰かと必

ず一緒に避難しましょう。 

 ＜乳児＞ 

抱っこ紐やおんぶ紐で乳児をしっかりと抱っこやおんぶして避難しましょう。 

 ＜幼児＞ 

子どものリュックの中に、氏名や生年月日、保護者の氏名・連絡先、血液型などが記

載されているパーソナルカードを入れて（次ページ参照）、食べ慣れているおやつや

飲み物、お気に入りのおもちゃを入れます。必ず靴を履かせて避難しましょう。 
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※春名めぐみ（東京大学大学院医学系研究科）、吉田穂波（神奈川県立保健福祉大学）監修 

「あかちゃんとママを守る防災ノート」から引用 

避難所では 

〇災害により受けたストレスや特殊な生活環境は、母子に様々な影響をもたらす可能性

があります。いつもと様子が異なるなど、何か不安に思うことがあったら、早めに保

健・医療スタッフに相談しましょう。 

○子どもに脱水症状の兆候（唇の乾きやおしっこの回数の減少など）がないか注意し、

こまめに水分摂取を促しましょう。 

〇子どもに話しかけたり、抱きしめてあげたり、スキンシップをとって安心感を持たせ

てあげましょう。また、睡眠時間など生活リズムを整え、子どもらしい日常生活が送

れるよう心掛けましょう。 

パーソナルカード 
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地域住民の方へ 

高齢の方の支援 

高齢者と一口に言っても、それらの方への支援については、個々人のそれぞれの状態

に応じた対応が必要です。支援する際のポイントの一例は次のとおりですので、参考に

してください。 

  （特徴） 

・基本的には自力で行動できるが、地域とのつながりが希薄になっている可能性があ

り、緊急事態などを把握することが遅れる場合があります。 

  （災害時のニーズ） 

・迅速な情報伝達と避難誘導、安否確認及び状態把握が必要です。 

  （特徴） 

・食事、排せつ、衣服の着脱、入浴などの日常生活をするうえで他人の介助が必要で

あり、自力での移動が困難です。 

（災害時のニーズ） 

・安否確認、生活状況の確認が必要です。 

・避難する際は、車いす、担架、ストレッチャーなどの補助器具が必要な場合があり

ます。 

  （特徴） 

・記憶が抜け落ちたり、幻覚が現れたり、徘徊するなど、自分の状況を伝えたり、自

分で判断し、行動することが困難なことがあります。 

（災害時のニーズ） 

・安否確認、状況把握、避難誘導の援助が必要です。 

ひとり暮らしの高齢の方、高齢の方のみの世帯 

身体の自由が利かない要介護高齢者 

認知症の方 
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障害のある方の支援 

【目の不自由な方に対しては】 

  目の不自由な方は、自分の目で周囲の状況を確認することができません。避難場所の

状況が伝わるよう、わかりやすい言葉での説明を心がけましょう。 

  避難が必要なときには、いきなり身体に触るのではなく、声をかけ、またどのように

支援すれば良いか、本人の希望を聞いてから誘導しましょう。また、誘導中も周囲の状

況を説明しながら歩いてください。（〇メートル歩いたら右に曲がります、〇歩先に段

差があります、など） 

【耳が聞こえない方、音声・言語の不自由な方に対しては】 

  聴覚障害者に、大きな声で話せば大丈夫か、手話、筆談のどちらが必要か、コミュニ

ケーション方法を確認してください。 

避難所の担当や周りの人にも伝えて、食糧や水の配給など何かの放送があったらすぐ

に周りから手話や身振り手振り、筆談などで伝えるなど、サポートできるようにしてく

ださい。 

聴覚障害者本人に聴覚障害者であることが分かる目印（スカーフ、リボンなど）を付

けてもらう方法もあります。その場合は必ず本人の了解を得てください。 

聴覚障害者は唇の動きだけでは正確に伝わりません。筆談や携帯のメール画面などを

使ってみてください。特に、停電した暗闇では手話や筆談ができないので、手の届くと

ころに懐中電灯などライトを確保してください。 

【手足の不自由な方に対しては】 

  車いすで移動できる通路確保や、できるだけ段差を解消するよう工夫しましょう。ま

た、通路に物を置かないよう、避難者全員で協力しましょう。 

  介助をする際は、どのような支援方法がよいか、本人の希望を確認してから行いまし

ょう。また、車いすによる移動の際は、「止まります」「前に進みます」などと声をか

け、一人での介助が難しい場合は、必ず複数人で協力し、安全に注意しながら行いまし

ょう。 

身体障害のある方 

- 30 -



【内臓機能に障害のある方に対しては】 

  どのような配慮が必要なのかを確認しましょう。（必要な支援は個人の症状により異

なります） 

  器具の消毒・交換、医療上の手当、補装具交換などが必要な方には、プライバシーに

配慮した空間がとれるようにしましょう。 

  足りない医薬品、補装具などがある場合は、速やかにスタッフに連絡しましょう。 

  自分の状態や困っていることを上手に伝えられなかったり、災害時の不安や恐怖によ

ってパニックになり、大声や乱暴な行動をしてしまうことがあります。 

  大声で叱ったり、無理に押さえつけようとせず、本人の行動をよく知っている家族、

支援者などから聞き取り、本人の気持ちが落ち着けるようにサポートしてください。 

  難しい単語や早口の言葉が理解しづらい人もいます。具体的な言葉を用い、長文でな

く短文になるよう工夫しながら、ゆっくり話しかけましょう。 

（×「もう少々お待ちいただいてもよろしいですか？」 〇「あと５分待ってください」

など） 

  ストレスに弱い方、神経が過敏な方、人とのコミュニケーションが苦手な方など、さ

まざまな症状をもった方がいます。 

  災害時には、特に強い不安や緊張を感じやすい状況となります。サポートする方は、

そうした不安がやわらぐよう、優しく「大丈夫ですよ」などと声をかけてください。   

 どうしても落ち着けなかったり、パニックになってしまった際は、慌てずに周囲のス

タッフや医療機関に連絡しましょう。 

知的障害のある方・発達障害のある方 

精神障害のある方・高次脳機能障害のある方 
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妊産婦・乳幼児の方の支援 

・特に、妊産婦や乳幼児は、避難に時間と支援を要することが多いのですが、周りの人に

気兼ねして、遠慮していることもあります。また、避難生活では、乳幼児の泣き声など

で迷惑をかけないよう、避難所を出て車中で生活する人などもいます。妊産婦や乳幼児

の状況を理解し、積極的に声を掛け、行動として手を差し伸べてください。 

妊産婦や乳幼児に関する災害時の留意点 

 避難行動 避難生活 

妊産婦 おなかが大きい、身動きがとりに

くい、分娩後に身体が回復しない

など、避難行動が困難な場合があ

ります。 

安静が必要、横になりに 

くいなど、避難生活に配 

慮が必要です。 

乳幼児 避難行動は自立してはできない。

保護者や保育者などが連れて避難

することが必要です。 

通常生活が自立してはでき

ず、養育が必要です。 

※妊産婦・乳幼児を守る災害対策ガイドライン（平成 26年 3月改訂 東京都）から引用 

・災害時に即時に動けて頼りになるのは、近隣住民の助け合い。最も危険にさらされるの

は自力で避難することができない高齢者、障害者、妊産婦や乳幼児などであることを理

解し、普段からコミュニケーションをとり、いざというときには協力し合うことが大切

です。 

・災害により受けたストレスや特殊な生活環境は、母子に様々な影響をもたらす可能性が

あります。避難所などでは、特に妊産婦や乳幼児の心や行動の変化に気を配り、何かあ

れば保健・医療スタッフに相談するよう促しましょう。 

・また、子どもには、生活リズムを整え、子ども同士の安全な遊びの場や時間を確保する

など、子どもらしい日常生活が送れるようにしてあげることが大切です。 

・平時の訓練などの際には、妊産婦や乳幼児などの要配慮者の視点から、災害時にはどの

ような支援、配慮が必要か皆で考え、理解し、災害に備えていきましょう。 
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災害時に役立つ情報 

避難所 

避難所とは、災害等の危険から避難した住民等が、その危険がなくなるまで一時的に滞

在し、または災害等により自宅で生活することが困難になった住民等が一定期間滞在する

施設です。 

さいたま市は、次のような避難所を整備しています。お住まいの近くの避難所や避難経

路を確認し、お住まいの地域の自治会において、あらかじめどこの避難所に避難するのか

を確認するようお願いします。 

【 災害発生から避難場所までのフロー 】
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【 避難所の種類と用途 】 

種類 用途 

指定緊急避難

場所 

切迫した災害の危険から緊急に逃れ、身の安全を確保することができ

る場所。地震や洪水、大火災などの異常な現象の種類ごとに指定する。 

災害対策基本法の改正（平成２５年６月）により、円滑かつ安全な避難

を促進することを目的に指定。 

指定避難所 

災害時に、住宅の焼失、倒壊等により生活の場を失った者への収容・

保護及び一時的にも生活が可能となる機能を有する施設。災害対策基本

法の改正（平成２５年６月）により、被災者等を滞在させるために必要

かつ適切な規模を有する施設を指定。 

要配慮者優先

避難所 

指定避難所のうち、要配慮者（障害者、高齢者、乳幼児などの災害弱

者）を優先して受入れる施設。 

二次避難所 発災後、直ちに開設するのではなく、避難者を指定避難所だけでは受

入れることが困難となった際に利用する施設。 

福祉避難所 

高齢者や障害者その他の特別な配慮を必要とする要配慮者を受け入れ

るための設備、器材、人材を備えた避難所施設。本市においての福祉避

難所は、原則として災害発生当初から開設することはなく、災害発生か

ら72 時間程度経過後の開設を想定している。 

一時集合場所 

地域の自主防災組織等が、災害時に自主的に参集し、その後、最寄り

の指定避難所に誘導する、といった防災活動を開始するための集合場

所。地域の住民が災害時に一時的に退避するための場所としても機能す

る。 

広域避難場所 

指定緊急避難場所の一つ。災害時に火災が延焼拡大して地域全体が危

険になったときに避難する場所のことで、その大きさは、原則としてお

よそ10 ヘクタール以上の面積を有する場所とする。ただし、幹線道路、

鉄軌道等、耐火建物等により、火災の輻射熱から身体を守ることができ

る場合は、５ヘクタール以上の面積とする。各避難所のように避難生活

をする場所としての位置づけはない。 

身近な地域の

防災拠点 

自治会館やマンションの集会場を自主防災組織によって運営される一

定の条件が整った任意の避難施設。防災拠点である指定避難所を補完す

る施設として位置付ける。避難所運営委員会活動の継続を主な登録条件

としている。 

一時滞在施設 帰宅困難者を一時的に受入れるために開放する施設。主要駅付近の大

規模収容施設（公共施設、民間施設）を中心に拡充を図る。 

- 34 -



福祉避難所 

〇福祉避難所とは 

 福祉避難所は、高齢者や障害者その他の特別な配慮を必要とする要配慮者を受け入れる

ための設備、器材、人材を備えた避難所施設のことです。 

なお、福祉避難所は、災害発生から概ね３日程度経過後の開設を想定しており、災害発

生当初から避難所施設として開設することは原則としてありません。これは、福祉避難所

が、平常時には入所又は通所施設として運営されており、災害時には、各施設の安全確保

や職員の配置等の確認を行った上で、開設する必要があるためです。 

また、福祉避難所の避難者の滞在場所は、必ずしも入所者用の部屋ではなく、多くの場

合、施設内の会議室やリハビリ用のスペースなどが想定されています。 

〇福祉避難所の対象となる方 

 高齢者、障害者等の要配慮者のうち、一般の指定避難所では生活に著しく支障をきたす

方で、特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設等へ入所するに至らない程度の避難者と

その家族等支援者（１名程度）を対象としています。 

ただし、入所対象者であっても緊急入所施設の確保が困難な場合は、緊急かつ一時的に

福祉避難所での受入れを要請する場合もあります。また、対象となる避難者全員を受け入

れることが困難な場合には、より必要性の高い方から、順次受け入れることになります。 

 【福祉避難所への避難の流れ】

災害時には、まず、最寄りの指定避難所（小中学校や公民館など）に避難します。 

指定避難所での避難生活が著しく困難であると保健師による助言等に基づき判断さ 

れた方が福祉避難所に移動することになります。

高齢者や障害者等の要

配慮者も、原則として

まず一次避難所に避難

介護や障害の程度が重度

の方など必要性がより高

い要配慮者が優先 

避難者 

（要配慮者） 

学校等 福祉避難所 

（二次避難所） 

要配慮者優先 

（公民館等） 

住宅の消失、 
倒壊等 

入院 

緊急入所 

指定避難所（一次避難所）
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避難行動要支援者名簿 

避難行動要支援者名簿は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、自ら避難

することが困難な方（「避難行動要支援者」）を円滑かつ迅速に避難できるよう支援する

ために、あらかじめ要件に該当する方を掲載した名簿です。 

名簿には、掲載要件に該当するすべての要支援者を掲載した「全体用名簿」と、全体用

名簿の内、地域の自治会・自主防災組織・民生委員に事前に個人情報を提供することに同

意した方だけを掲載した「事前提供用名簿」の２種類があります。 

災害から身を守るためには日頃からの防災対策が重要です。この事前提供用名簿を皆さ

んがお住まいの地域の避難支援など関係者に提供し、防災訓練などに活用していただくこ

とにより、地域で取り組まれている避難支援体制をさらに整備し、災害に備えていただく

ものです。 

※災害時の状況によっては、支援者の多くも被災者になりえます。そのため、名簿の提供に同意する

ことにより、災害時の支援が必ず保証されるものではないことを、ご理解くださいますようお願い

いたします。 

個別避難支援 

災害時にスムーズに避難行動要支援者の避難支援を行うためには、避難を支援する者、

避難場所、避難経路、避難方法、情報伝達方法について、事前に打ち合わせを行い、決め

ておくことが重要です。事前提供用名簿に掲載された方は、打ち合わせや防災啓発のた

め、自治会、自主防災組織、民生委員が電話や訪問などをする場合がありますのでご協力

ください。 

高齢者 

（６５歳

以上） 

○要介護２～５の認定を受けている 

○要支援１・２、要介護１の認定を受けている、単身又は高齢者のみの世帯 

障害者 

○障害支援区分認定者      ○視覚障害者１・２級  

○聴覚障害者２・３級      ○身体障害者（肢体不自由）１・２級 

○身体障害者（内部障害）１級  ○知的障害者○A・A・B  

○身体・知的障害児       ○精神障害者１・２級 

○特別障害者手当受給者

【 名簿掲載要件 】
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防災関連情報 

さいたま市では、風水害などの災害が発生し、または発生するおそれがある場合におい

て、住民の生命、身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があ

ると認めるときは、必要と認める地域の方に対し、避難のための立退きを勧告し、急を要

する場合は、避難のための立退きを指示します。 

〇防災行政無線 

災害時等における市民の皆様への情報提供手段の一つとして、防災行政無線を市内 572

か所に整備しています。 

〇防災行政無線メール 

  防災行政無線が聞き取りづらい方や聞き逃してしまった方などを対象に、放送した内

容を携帯電話やパソコンにメールでお届けします。 

  登録方法① 

   ＱＲコードを読み取り、サイトに接続後、手順に従って登録をする。 

  登録方法② 

   メールアドレス t-bosai-saitama@sg-m.jp に空メールを送り、返信されたメールに

記載されている手順に従って、登録をする。 

〇防災マニュアルなど 

・さいたま市防災ガイドブック 

・高層マンション防災ガイドブック 

・さいたま市洪水ハザードマップ 

・さいたま市土砂災害ハザードマップ 

・さいたま市浸水(内水)防災マップ 

・さいたま市地震防災マップ 

※各区役所情報公開コーナーなどで配布しています。 

また、さいたま市ホームページからもご確認いただけます。 

▲「さいたま市防災ガイドブック」（H27）

- 37 -



応急手当 
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初期消火 

消火器の使い方を覚えておきましょう 
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