
四ツ屋区の皆様へ

四ツ屋区自主防災会

　　　防災意識アンケートの結果について

去る ９月１２日に 在宅での「四ツ屋区防災訓練」 を実施し、皆様に水害に対する

防災・避難行動について考えていただき、「防災意識アンケート」をお願いしました。

アンケートには四ツ屋区の約半数にあたる５５９世帯から回答いただきました。

大勢の方にご協力をいただき、ありがとうございました。

その結果をまとめて回覧しますので、是非　目を通していただきたいと思います。

① 四ツ屋区防災意識アンケートの集計結果　　（Ａ４　　１ページ）

② 回答結果の分析結果・グラフ　　（Ａ４カラー　　４ページ）

③ ご意見・ご要望　　（Ａ４　 ２ページ）　

④ ご意見・ご要望に対するコメント　　（Ａ４　　２ページ）

アンケートのご意見・ご要望に対して、防災士さんのコメントを入れてありますので、

参考にしていただければと思います。

尚、不明点やご意見等ありましたら、組・自治会・町内会の方にご連絡ください。

尚、このアンケートの内容については、各組・自治会・町内会において検討いただき、

今後の自主防災会の活動に生かしていただきますようお願いいたします。

■ 防災意識アンケートについて

　＜四ツ屋区の課題、住民の皆さんへのお願い、今後の取り組み等＞

① 四ツ屋区は白金地区を除いて、高齢者世帯、単身・夫婦のみの世帯が非常に多く、 

自力で避難できない人が約８％おり、地域としてサポートする必要があります。

② 警戒レベル５で避難するという人が約８％いますが、レベル４の内に避難するようにしてください。

③ 避難時の持出品を検討していない人が半数近くいますが、必ず持出品リストを作成してください。

④ 最寄りの避難所の「川中島小学校」に避難する人が意外に少なく、不安を感じている人が多い。

（自主防災会では水害時には川中島町公民館川中島分館に避難所の開設を検討しています）

⑤ 安否確認を効率よく行うしくみが必要であり、今後検討していきたいと思います。

⑥ 定期的に避難訓練を実施したいと考えていますので、ご協力をお願いします。

■ 「浸水ナビ」について 

アクセス先・操作方法については、最後の「浸水ナビ」の資料を参考にしてください。

「地点別浸水シミュレーション検索システム」（浸水ナビ）は、どの河川のどこの地点が決壊（破堤）

したら、自宅などがどのくらい浸水するかがわかるシステムです。



四ツ屋区防災意識アンケートの集計結果 （2021年9月実施）

お住いの地区 回答数 世帯主の年齢 回答数 家族構成 回答数 浸水の深さは？ 回答数

四ツ屋組 65 １０代 0 単身 82 浸水しない 20

中島西 170 ２０代 9 夫婦のみ 156 ０．５ｍ以下 49

中島東 174 ３０代 34 母子・父子 24 ０．５～３ｍ 416

弥生町 81 ４０代 121 夫婦＋子供 213 ３～５ｍ 25

白金 69 ５０代 98 夫婦＋親 10 ５～１０ｍ 1

合計 559 ６０代 109 夫婦＋親＋子 32 ハザードマップなし 15

７０代 132 その他 30 未回答 33

全世帯数＝約1,103 50.7% ８０代 46 未回答 12 合計 559

９０歳以上 6 合計 559

未回答 4

合計 559

避難する必要が？ 回答数 いつ避難しますか？ 回答数 どこに避難しますか？ 回答数 決めている避難所 回答数

ある 503 レベル２ 9 避難しない 2 川中島小学校 55

ない 44 レベル３ 178 自宅の２階 149 川中島中学校 9

未回答 12 レベル４ 292 親戚・知人宅 98 川中島町公民館本館 0

合計 559 レベル５ 41 ホテル 6 公民館川中島分館 0

未回答 39 車で高台 81 小松原体育館 9

合計 559 避難所 159 共和小学校 7

その他 8 三本柳小学校 7

未定 34 その他

未回答 22 未回答 68

合計 559 合計 155

自力で避難できるか？ 回答数 要支援者に 回答数 避難方法は？ 回答数 連絡する人は？ 回答数

避難できる 477 登録済み 徒歩 161 いる 436

支援が必要 43 登録していない 自転車 10 いない 61

未回答 39 未回答 車 275 未回答 62

合計 559 合計 0 わからない 57 合計 559

未回答 55

合計 558

持出物 回答数 実際の行動 回答数 スマホについて 回答数 スマホ操作 回答数

検討していない 232 避難できる 158 持っていない 1 簡単に操作できた 54

リストアップ 176 避難できるか不安 323 持っている 64 操作が難しかった 0

すぐ持ち出せる 101 避難できない 20 未回答 4 未回答 10

未回答 50 未回答 58 合計 69 合計 64

合計 559 合計 559

その他の避難所 その他の避難方法

四ツ屋伊勢社 1 車（家族に依頼） 1

川中島体育館 1

西友川中島店３Ｆ 1

川中島小中学校 1

鉄道下流堤防の上 1

青木島小学校 1

合計 6 合計 1

＜未集計＞　自治会で対応を！



四ツ屋区

2021年9月 在宅防災訓練にて実施

地 区 四ツ組 中島西 中島東 弥生町 白金 合 計

世帯数 128 365 235 165 210 1,103

回答数 65 170 174 81 69 559

回答率 50.8％ 46.6％ 74.0％ 49.1％ 32.9％ 50.7％

１．回答数・回答率

防災意識アンケートの集計・分析

２．世帯数（回答者）

白金以外、６０歳以上の世帯が多い （四ツ屋組 約７割、 弥生町 約８割）

３．家族構成

白金以外 「単身・夫婦のみ」 が多い。 ７０歳以上の「単身・夫婦のみ」が多い

※ 回答した人での集計、実際とは差があります

回答率＝約５０％

60歳以上
（53％）



４．避難の必要性は？

約９割が避難が必要。 高齢者ほど避難必要ないが多い（正常化バイアス）

5．避難するタイミングは？

レベル５で避難が約８％いる（遅い！） 高齢者ほど早めに避難を考えている

６．どこに避難するか？

自宅の２階（垂直避難）・避難所が多い

高齢者ほど避難先を決めかねている。 80歳以上は避難所が少ない（敬遠？）



７．自力で避難できるか？

自力で避難できない人が約８％。 70歳過ぎると自力で避難できない人が増える

８．避難の方法は？

車で避難する人が多い。 全体に徒歩は少ない（避難所が遠い）

９．避難用持出品の準備は？

全体で ４５％の人が準備していない。 ４０歳以上の世代での差はあまりない



10．実際に避難できるか？

約２／３の人が不安、４０代が最も不安と感じている（小さい子・親？）

11．避難する避難所は？

最寄りの川中島小学校が多いが、決めていない人が最も多い

川中島小学校

川中島中学校

小松原体育館

共和小学校三本柳小学校

その他

未 定

四ツ屋組は小松原体育館・共和小学校、その他は 川中島小学校が多い

最寄りの川中島小学校が少ない ⇒ 不安に思っている？



＜意見・要望＞ 　　　四ツ屋区防災意識アンケート

NO  地　区 世帯主年代 　意見・要望 コメント

1 四ツ屋組 ４０代 洪水・ハザードマップの情報、ありがとうございます。

2 四ツ屋組 ４０代
レベル4の時は、自宅の2階にいた方がよいのか、小松原体育館へ行った方がよいのか迷うと思う。もし、
夜に水位が0.5ｍ以上だとしたら歩いて避難できるか疑問。

※１２
※１３

3 四ツ屋組 ５０代
公民館単位では大変だが、隣組単位でLINEグループとして登録しておき、緊急時に避難のタイミングや
情報交換ができたら有難い。

※２６

4 四ツ屋組 ８０代
四ツ屋は上流にダムが４つあるので、水害の時は大丈夫と聞いていますが・・・。やはり心配でしょうか？
家の下の地盤が河原だったそうで、大雨が降ると地盤沈下するのではと夜も眠れない。

※３５

5 四ツ屋組 ７０代
四ツ屋組の避難場所の「小松原体育館」を「川中島小学校」にして、［四ツ屋区］としての統一行動を取り
やすくする。

※１５

6 四ツ屋組 ５０代 動物と車で避難できる場所が分からない。保健所や各動物病院でも分かるとよい。 ※２２
7 四ツ屋組 ４０代 指定避難場所以外の避難所へ行ったら、入れない・移動させられるのでしょうか。 ※１４

8 四ツ屋組 ７０代
一人暮らしの高齢者が増えており、情報の伝達・一人での避難が一番の課題だと思う。具体的な共助を
考えるべきと思う。

※１９

9 四ツ屋組 ４０代 コロナ禍が収束したら、実際の避難訓練を行う方がよい。 ※４０
10 四ツ屋組 ６０代 いざという時の為に、いつか実際に訓練の場を設けるとよい。 ※４０
11 四ツ屋組 災害のないことを祈ります

12 中島西 ５０代
氾濫もしかり小田切ダムの万一の決壊の時などはどうする？川中島地区は地層がもろいのだから、その
あたりのことも考慮してほしい。

※３７
※３５

13 中島西 ２０代
避難したかどうか分かるように目印をしたらどうでしょうか？（家の前にプラカードやタオルみたいなもの
など置いておくなど）玄関を開けておくなどは避けた方がいいと思います。

※２４

14 中島西 ７０代 防災無線が聞こえない。一人住まいに設置を望む。 ※２７
15 中島西 ７０代 避難場所は状況に応じて ※１３

16 中島西 ８０代
最寄りの（身近な）公的建物（公民館等）をとりあえずの避難場所に出来ないか？　ＪＲ川中島駅のホー
ム等利用出来ないか

※１６

17 中島西 ８０代
犀川氾濫時には中島西住民は何処に避難すれば良いか具体的に指定して欲しい。高い所と言えば小松
原周辺、でもその時は降雨もあるから地滑り・土砂崩れの心配も、千曲川も増水となると３～５メートル浸
水となれば行くところが----。

※１５
※１６
※３１

18 中島西 ７０代

犬を飼っているので一緒の場所に避難出来る場所を知りたいです。（いざという時は車で避難すれば良
いと考えていますが、猛暑の時や冬の寒さが強い場合は車内もキツイので）　　降水ハザードマップが犀
川が氾濫した時と、千曲川がが氾濫した時とで降水する地区が違うだろうに、同じように書かれていて避
難場所を選ぶにも、まったく降水しない場所がないので犀川氾濫時○○地区はーーー避難所と何となく
方向性を示して貰えるとありがたいです。

※１３
※２２
※３１

19 中島西 ７０代 アンダーパスは危険（車で避難時） ※１７
20 中島西 ７０代 今回のアンケートで初めてハザードマップを見ました（２０１９版）　避難場所での駐車場確保 ※１７

21 中島西 ８０代
コロナ感染状況によっては避難場所を自宅二階も考える。 ※１１

※２３

22 中島西 ８０代
個人の意識を高める。家族で考える。という良い機会になったと思います。　大きな組織で行う事はなか
なか難しいので、小さい単位（区全体ではなく、各自治体、もっと小さくブロック単位）でも、出来る範囲で
やってみるというのはどんなものでしょうか

※３９

23 中島西 ４０代 子どもが寝たきりのため避難所への避難は出来ません。 ※２０

24 中島西 ５０代

歩いて避難するには周りが浸水する土地ばかりで遠すぎ、車での避難が基本になると考えています。し
かし実際の災害となると、多くの人がそのように考えるはずで渋滞が起きて避難出来なくなるおそれがあ
ると思います。そういう観点では、自宅の二階で浸水から免れられるんのであれば、自宅避難が好ましい
かも知れないです。

※１１
※１７

25 中島西 ６０代 コロナ禍で地区全員の人々が避難できるのか不安です。　避難場所もよくわかりません。 ※１４

26 中島西 ５０代
職場優先の場合、避難確保が未定になる。　とりあえず自宅二階へ避難するが、どの位の水位で自宅で
はない場所へ行けば良いか？見極めが分からない。

※１２

27 中島西 ４０代 防災無線の音量を大きくしてもらいたいです。全く聞こえません。 ※２７
28 中島西 ７０代 避難方法は、その時点の気象状況・体調等の条件を考慮して決めたいと思う。 ※２０

29 中島西 ４０代
防災無線が全く何を話しているのか聴き取れません。また、防災無線が鳴つている事も分からない時が
あります。

※２７

30 中島西 ５０代

中島西は東西に道が延びていて北南には道がない。いつも想像するが全員が車で逃げようとすれば必
ず渋滞は起こるし、避難所に車が止められず、放置された車で必要とされる車両が通れないでパニック
になる。机で考えている避難訓練では最悪を考えず順番ばかり考えるが、本当に大切なのは冷静さを保
つためにはどう行動するかを考える事だと思う。年寄りを一人担架で運んでも血圧が上がってしまって具
合が悪くなったら、誰が面倒を看るの？その後の事まで考えて計画できたらと思う。

※１７
※１９

31 中島西 ５０代
コロナ禍においても、災害はいつ発生するか分からない事から避難訓練は実施すべきだ思います。（来
年度以降の実施を希望します。）

※４０

32 中島西 ５０代 四ツ屋区の避難場所のリスト・地図などが知りたいです。 ※１３

33 中島西 ７０代
オメザワ通りに冬場以外、側溝のふたが開けてあるところがあるが、水害が起きた時は非常に危険だと
思う。使ったら閉じる元に戻すということをやって欲しい。普段でも介護の車が来たり小学生の通学路に
もなっている。

※２５

34 中島東 ６０代 避難所開設の情報の入手の方法はどうするのか ※１３

35 中島東 ７０代
今回の避難訓練はもしもの時を想定して　準備する良い機会かとおもいます。　アンケートを書くと同時に
ハザードマップで川中島全体の様子を確認しました。隣組の皆さんに声がけすることはいざとなると簡単
にはできにくい。

※２１

36 中島東 ８０代
緊急時の迅速確実な連絡網を。　既設の屋外放送は屋内にいる場合聞き取れない。　立地上水害につ
いてはイメージしにくい。

※２７
※３２

37 中島東 ２０代 また訓練をしてほしい。 ※４０
38 中島東 ７０代 浸水の深さがこの値だと川中島小学校の避難所は不安。 ※１６

39 中島東 ６０代
防災放送が屋内では聞こえない。車で避難した場合身動き取れない状況が考えられる。避難時に狭い
道の進行方向とかを地区で話し合う機会があればよい。乗り捨て、置きっぱなしで道路が機能しないこと
は避けたい。

※１８
※２７

40 中島東 ６０代
屋外放送が聞きにくい。高齢者が一人でいる場合、などの連絡の方法など各々の状況に応じたミニ訓練
をしてほしい。持ち出しグッズの中に行政で統一した個人情報のカードなどを入れたらどうか。　どこで何
が起きているのかという情報も欲しい。

※２７
※３１
※４１

41 中島東 ３０代
洪水の場合など、避難場所が少ない。 ※１３

※１６

42 中島東 ６０代
想定外のことが起こりうるので、安全に避難できるのか不安です。 ※１７

※２０



NO  地　区 世帯主年代 　意見・要望 コメント

43 中島東 ７０代
善光寺地震の際の洪水以外、水害はないと聞いている。ハザードマップの三メートル浸水なんてありえな
いと思う。ハザードマップを疑っている。とはいえ普段からの心構えは必要。水害以外、地震などの自然
災害などへの心がけは必要。

※１０

44 中島東 ４０代
結果を全戸に公表して、防災意識を分析した結果を公表することを望む。市の避難場所までの道が浸水
しているのにどう避難するのか、全戸避難した場合溢れないかの回答を望む。

※１２
※４２

45 中島東 ７０代 高台がないので逃げる場所がないのが一番の心配。 ※１３

46 中島東 ７０代
コロナ禍で防災訓練もできない現状なので、ハザードマップの再配布、総会資料に犀川氾濫の危険性の
周知も加えてみることを提案します。

※３１
※４１

47 中島東 ７０代 洪水が心配です。注意喚起をしてもらいありがとうございます。

48 中島東 ８０代
区の上流部で破壊または越水の恐れが考えられるようになった時避難する。どんな時にハザードマップ
にあるような状況になるのか考えておく必要がある。

※１２

49 中島東 ６０代 今回の訓練参考になりました。

50 中島東 ７０代
近隣に若い方が少ないのでできるだけ自力で対応できるよう心構えしています。高い建物がないこと、避
難場所まで距離があることが不安です。

※１６

51 中島東 ８０代 夜間は自宅二階に上がるが、昼でも高台でない小学校に行くべきか迷っている。 ※１６
52 中島東 ７０代 今回のアンケートにより、改めて避難行動について調べ確認できました。在宅避難訓練は有意義です。

53 中島東 ５０代 防災無線のスピーカーが聞き取りにくい。何かあったとき心配。 ※２７

54 中島東 ６０代
本流の越水より内水氾濫がこわい。平素用水路の調整をこまめにやっていただいていることに感謝し、
治水行政に信頼度を高めています。内水氾濫の怖さを住民に周知してほしい。雨後に用水を止めること
に不平を言う人がいるが。

※３６

55 中島東 ５０代
避難所に入りきるのか。　避難警報のレベルわけがややわかりにくい。時間帯によって、高齢者が一人き
りになったりするので自分たちで避難方法など考えなくてはいけない。

※１４
※２０

56 中島東 ４０代
避難所自体浸水すると思うのですが、その場合も避難所として機能するのでしょうか。 ※１２

※１３

57 中島東 ７０代
どのように指示連絡あるのか不安心配です。 ※１３

※３１

58 弥生町 ７０代
実際の訓練を、是非お願いします。アンケートが初めて出て、これから、意識が高まっていくことを希望し
ています。

※４０

59 弥生町 ８０代 避難先は川中島小学校と承知しておりますが、開放時間、昇降施設など知りたいと思う。 ※１３

60 弥生町 ６０代
鉄筋コンクリートの建造物が川中島小学校（約1㎞）までないのが不安。浸水が始まってからでは移動で
きない可能性がある。

※１２
※１６

61 弥生町 ７０代
飲料水を２・３日分確保するようにと言われましたが、むずかしいです。 ※２９

※３０

62 弥生町 ８０代
高齢でどうしたら良いのかわかりません。町の指示に従います。宜しくお願いします。 ※２０

※３１

63 弥生町 ８０代
「誰かの支援が必要」と言っても、それぞれのご家庭での避難で精一杯でしょうし、0.5mの水深だと車も
動かないし、歩くのも難しいと思いますので、下手に動かず自宅の2階に逃げて、警察、消防、消防団、自
衛隊の救助を待つのが一番かなとも思います。

※１２
※２１

64 弥生町 ４０代

近年は地球温暖化の影響に伴って、集中豪雨、地震、等、年々増加していて、全国、いつ、どこで自然災
害がおきても、おかしくない状況の中、コロナで、コミュニケーションをとるさまざまな機会が失われていま
す。子供も大人も集まる機会もなく、でも、情報は共有する為には、今まで以上に回覧版で地域の皆さん
に目を通してもらえる様、工夫出来ればと思いました。うちは子供とも色々話し合いました。その中でも、
現代っ子ならではの電話ですが、携帯電話が当たり前になっているので、うちの子は公衆電話の掛け方
を知りませんでした。（少し前）まで。そんな小さなことですが、教えたり…もっと家族でも話し合ったり、決
め事を確認したり、再度、見直します。

※３２
※３８

65 弥生町 ８０代
当弥生町は、氾濫しても１m前後であるので、自宅2階が最も安全と考える。川小へ行くと、かえって危な
い（年齢が）。先日の岡谷等の災害でも、犀川は未だ２～３m余裕があったこと、及び川が無く（用水があ
るが止めているから）、雨水は小山セギに流れ込み、浸水の心配はないものと思われる。

※１０
※１１
※１２

66 弥生町 ３０代 特にありません。

67 白金 ４０代 連絡網もいいが、すぐ連絡が受け取れるように、ﾒｰﾙやﾗｲﾝでもやりとりできるようにしてほしい。 ※２６
68 白金 ５０代 持ち出すものは何を持ち出せばいいかわからず、家族で話す必要があると思った。 ※２８

69 白金 ４０代
地区の情報がすぐに受け取れるしくみをつくってほしい。白金でも防災の備品等早急に準備しておく必要
があると思います。

※３０
※３２

70 白金 ５０代
ご近所での状況できずいたことを連絡できるﾎｰﾑも必要ではないかと思います。非常時にどんなふうにｱ
ｸｾｽするか不安もある

※３２
※３３

71 白金 ６０代
いざという時はアプリに入って発信するのは難しいと思うので、自治会からｽﾏﾎ保持者に安否確認依頼
の自動発信のしくみを作った方が良いと感じました。

※３３

72 白金 ４０代
実際に荷物を用意したりすることはよい練習になり良かったと思います。非常食の例や1日分の量なども
参考になるものがあるとうれしいです。

※２８

73 白金 ４０代 12日安否確認連絡忘れてしまいました。

74 白金 ５０代 ｽﾏﾎの安否確認の画面ｻｲｽﾞがおかしい ※３３
75 白金 ６０代 お知らせが配られたのが9月の2週目に入ってからでした。もう少し早くしてほしかったです。

76 白金 ４０代

ﾍﾟｯﾄを複数匹飼っています。避難の際は避難所へ向かおうと思っていますが、多くの方が集まる場所へ
ﾍﾟｯﾄ連れで入ることに周囲に迷惑を掛けないかと心配があります。ｷｬﾘｰｹｰｽ等へ入れて避難する予定で
いますが、車での待機が難しい状態となった場合、ﾍﾟｯﾄ連れ世帯の避難所への受け入れについても検討
いただけると幸いです。

※２２

77 白金 ４０代
入力自体に問題はないが、ｽﾏﾎからの場合はﾌｫｰﾑが新しいｳｨﾝﾄﾞｳで表示されるようにしないと入力しづ
らいように思います。また万が一のときにこのﾌｫｰﾑにどうやってたどりつけるのか事前にﾌﾞｯｸﾏｰｸを全員
にお願いするのは難しいと思います。

※３３

78 白金 ４０代
今回のｽﾏﾎでの安否確認、大変わかりやすくて、いいものを作っていただいたと思います。被害によって
避難場所が変化すると思うので、町内放送またはｽﾏﾎを使った連絡網でどこに避難すればよいのか案内
ができると助かります。

※１３
※３４

79 白金 ４０代
今回ｽﾏﾎからﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの入力ﾌｫｰﾑへ入力したが、入力画面（ﾁｪｯｸをいれるところ）が小さくやりづら
かった。防災無線が聞こえづらい（強い雨だと全く聞こえない）のでｽﾏﾎなどに避難情報が届くと良いなと
思います。

※３３

80 白金 ５０代
ｽﾏﾎが手元になかった場合どうするか?　地区で飲み水だけでも確保したい。避難するﾀｲﾐﾝｸﾞと場所がよ
くわからない。

※３０
※３４

81 白金 ３０代
子どもと一緒に避難行動確認ｼｰﾄを作成したり、防災用品を準備したりと、とても良い機会でした。安否確
認は当日すっかり忘れてしまっていたので、何か通知等あればありがたいと思いました。

※３３

※ コメント欄の番号が、次ページのコメントのＮＯに対応していますので、関係するコメントを参照してください。



意見・要望に対するコメント
皆様のご意見・ご要望に対して、防災士さんのコメント・アドバイスをいただきましたので、ご覧ください。

ＮＯ テーマ 　防災士からのアドバイス

※１０ ハザードマップ 長年水害がないからといって、この先もないとは言えません。令和元年の台風１９号災害の時
は、越水被害にあった長沼・穂保地区がハザードマップの想定通りの浸水被害にあいました。
ハザードマップによると、四ツ屋地区は大体０．５～３ｍ、場所によっては３～５ｍの浸水が予
想されます。一度ご自宅の浸水想定をハザードマップでご確認いただくことをお勧めします。
ハザードマップは過去に全戸配布されていますが、ハザードマップを無くされた方は支所へも
らいにいくか長野市のホームページでご覧ください。
不明点は、自治会・住民自治協議会・支所にお問い合わせください。

※１１ 自宅避難 自宅の2階へ逃げること（垂直避難）を考えている方が多くいらっしゃいましたが、垂直避難は
最終手段です、早めの避難を心がけてください。
ご自宅が家屋倒壊地域である場合は必ず避難が必要です。
建物が鉄骨造りであれば２階への避難は有効ですが、ライフラインが止まっていても十分過ご
せるように、日頃から部屋の安全確保や水・カセットコンロ・携帯トイレ・食料等の備蓄を行って
おくことが大切です。

※１２ 浸水後の避難 昼夜問わず、浸水後の避難は危険です。ハザードマップで浸水想定区域であれば、やはり警
戒レベル４までの避難が理想です。
ハザードマップは２日間で３９６㎖の降雨があった想定で考えられています。それ以上の降雨
があった場合、想定外のことが起きる可能性があります。
警戒レベルから避難するかどうか自己判断できるようになることが必要です。

※１３ 避難所の確認 市の指定避難所はハザードマップに載っているのでご確認ください。
避難所はその時の状況によって市が危険がないか判断し開設するため、下調べなしに行くと
開いていない場合があるので注意が必要です。また水害時は浸水の可能性が考えられる避
難所は開設されない可能性が大きいため、どこが避難所として開設されているかを必ず確認
してください。長野市の防災ポータルというサイトで避難所の情報が確認できます。
（http://nagano-bousai.jp/）
また避難は避難所以外へ行く方法もあります。安全な地域にある知人宅や宿泊施設なら開
設・未開設に左右されません。

※１４ 避難所の選択 長野市が地区ごとに避難所を指定することはできません。逆にどの避難所へも避難すること
ができます。避難所は基本的に避難してきた人のもの、他地区の方であっても、観光客であっ
ても避難できます。しかし、どの避難所にも受け入れに限界があります。満杯ならもちろん入
れません。台風１９号災害時では人が多くなりすぎて移動させられた例もあります。早めの避
難と親戚や知人宅、民間のホテル、車中泊などいろいろな方法を検討してください。

※１５ 避難所の統一 指定避難所であっても様々な理由で開設されない場合があること、地区の全員を受け入れら
れないことなどから地区として避難先を統一することは難しいです。各ご家庭で複数の避難先
を想定し、早めの避難を心がけてください。
また避難所だけが避難する場所ではありません。安全な地区に住んでいる親戚や知人宅、民
間のホテル、車中泊などいろいろな方法を検討してください。

※１６ 避難所について 川中島小学校が避難所として不安な場合は、別の避難所を検討してください。
市や公共施設に相談して、川中島分館を避難所として使用できるようになりました。
四ツ屋区として避難所の開設を検討しています。

※１７ 水害時の車避難 長野は車社会であるため、みんなで同じ行動を取ろうとすれば渋滞は大いに予想されます。
車で避難する場合は災害警戒レベルを確認し早めの避難を行うことが大切です。また避難所
の駐車場は台数が限られるため、数に限りがあるということを知っておいてください。
浸水後の車での避難は危険ですので絶対にやめてください。アンダーパスについてもハザー
ドマップに記載があります。避難先までの経路を決めるときに活用してください。

※１８ 車での避難
（通行制限）

地区内の狭い道を一方方向にする考えはとても良いと思いますが、災害が起きそうな時のみ
一方通行にするというのは難しいです。乗り捨て、置きっぱなしというのは切羽詰まった時に
起こる行為であるため、そうならないためにも皆さんに早めの避難を行っていただきたいと思
います。

※１９ 共助について 日頃から自治会への協力やご近所さんとのコミュニケーションを大切にすることが共助の第一
歩となります。共助は皆さんの協力がなければ成り立ちません。自治会への積極的参加や、
自治会内での連絡方法樹立へのご協力をお願いします。
また共助は「できる範囲で」が基本になります。強制はできませんし、他人を助けるために危※２０ 高齢者・要介護者

の避難
一人で避難できるか心配な方は自分は何ができて、何ができないのか？をしっかり把握し、で
きない部分の対策を自治会や民生委員さん、市の福祉課、住自協のケアマネージャさん等に
相談してください。またディサービスでも災害時の対策を行っているところもあるので、利用さ
れている方は相談してみてください。

※２１ 避難の声がけ 災害時は自分の命を守ることすら難しい場合がありますので、ご自分とご家族の命を守る行
動を優先してください。　ご近所の方への声かけは余力があったらしてください。

※２２ ペットとの避難 現時点ではペットのいる世帯用の避難所はありません。市の備蓄品にはペット用のご飯や排
泄シートはありません。防災用品にペット用のキャリーなんかもあるようです。飼っている子の
避難グッズは飼い主さんが用意してあげてください。台風１９号災害の避難所では、ペットのに
おいと鳴き声が問題となり、遠くの部屋に一箇所にまとめられました。見ず知らずの動物たち
とまとめられたペットの精神的苦痛はどれ程だったでしょう？車や被災した自宅の2階をペット
のシェルターとした人もいます。もし車で避難する場合は早めの避難を心がけてください。申し
訳ありませんが保健所やペット病院にそのような仕組みがあるかわかりません。大切な家族
であるペットのためご自身でご確認ください。



ＮＯ テーマ 　防災士からのアドバイス

※２３ コロナ禍の避難 コロナ禍でもやはり災害対策を行っておくべきだと思います。過去の災害から学べる対策はた
くさんありますので、「コロナ禍の避難傾向など知りたい」等ご意見ありましたら、自治会の方
にお願いします。

※２４ 避難目印 避難したかどうかの目印を付けるのはいい案だと思います
黄色いタオルを玄関先に出して、救助が不要であることを伝える試みを行っているところもあり
ますが、災害時は留守を狙った空き巣や強盗など犯罪のリスクもあり、対策が必要です。

※２５ 避難時の注意点 自治会の方で側溝のふたを開けたままにしないように指導してください。

※２６ ＬＩＮＥの活用 LINE（ライン）はネットワーク環境が整っていれば使用でき、災害後ネットワークが切れてしまっ
たとしても、避難所等で大手キャリアによる災害用Wi-Fi提供があるため、災害前後の迅速な
情報交換には便利なアプリだと思います。
しかし、どんな単位でのグループラインを作成するか？ガラケーはどうするか？利用者同士に
よるデマや不要な情報も送られてくる可能性もあるため、できれば「市からのアナウンスのみ
送付する」「特定の利用者以外の返信を不可とする」などのルールを設定し、ルールに従い情
報交換を行う環境づくりなどを先に行うことが必要かと思います。

※２７ 防災無線 防災無線が聞こえない場合、「0120-479-231」に電話して聞くことができます。
長野市の防災ナビというアプリをインストールすると防災無線を文章と音声で確認することが
可能です。

※２８ 持出品の準備 一時避難に必要なものや1日の備蓄量はネットで検索すると出てきますが、サイトによって内
容がまちまちです。小旅行を想定して荷物をまとめると良いと思います。年齢・性別・持病・避
難予定地などによって必要なものは異なります。そして１人１つ避難袋を作成することをおす
すめします。

※２９ 備蓄品（自宅） 災害時だけではなく、断水時にも使えるので水の備蓄は有効です。また避難所へ行っても水
がもらえるかどうかわかりません。場所や重さの問題はあるかと思いますが、買い物の時に５
００mlのペットボトルを１本買うなどして少しずつ備蓄してはどうでしょうか？

※３０ 備蓄品（自治会） 自治会が全世帯分の水を確保するとなるととても膨大な量になります。購入する予算や保管
する場所も必要です。白金は公民館などの保管場所がないため地区として備蓄を進めるのは
現状難しいです。飲水の確保は地区よりも、各家庭で自宅に備えた方が確実です。
水に関しては三本柳中央公園に耐震化された「安心の蛇口」があることも覚えておくと安心で
すね。

※３１ 情報提供について 四ツ屋区及び各自治会の自主防災会で防災に関する情報を提供していきたいと思います。ど
ういう情報が欲しいか自治会の方に要望してください。

※３２ 情報共有について 情報を共有することは大切なことであり、慎重にならなければならない分野でもあります。情報
共有の仕組みについてはこれから四ツ屋区・自治会で検討していきたいと思います。ご協力を
よろしくお願いします。※２６でも触れたように、情報共有ルール作りにご協力をお願いしま
す。

※３３ 安否確認アプリ 安否確認の自動送信はアプリを導入すればすぐできますが有料のものがほとんどです。
有料のアプリを導入するか、それとも無償で使えるアプリで対応するか各自治会での検討が
必要になります。四ツ屋区としては今回白金で実施した、無償のｇｏｏｇｌｅフォームを考えていま
す。画面サイズは次回までに調整したいと思います。
住民にどう伝えるかが今後の課題だと思います。安否確認フォームのURLの連絡方法、安否
確認入力依頼の連絡方法などをこれから考えていきたいと思います。

※３４ スマホの活用 ガラケーもこの先スマホへ移行していくと予想されますので、なるべくスマホで連絡を取り合う
方法も検討していきたいと思います。

※３５ 地形・地層 旧河道（きゅうかどう）や地層については、国土地理院のホームページに治水地形図（旧河
道）が出てきます。（https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/fc_index.html　参照）

※３６ 内水反乱 用水路は止水されるので、四ツ屋地区では内水反乱は考えなくてもいいと思います。
但し、堤防を越えた水が水路に沿って流れて浸水することは考えられます。

※３７ ダムの決壊 ダムの決壊はないと思われますが、決壊はした場合は、一気に濁流が流れ込んでくるので心
配されます。国土交通省千曲川河川事務所に確認します。

※３８ その他 今の子どもたちは公衆電話の掛け方を知らない子がほとんどと思います。
是非、ご家庭で行われている防災活動について他のご家庭や自治会にも伝えていただきたい
と思います。また、四ツ屋地区としても防災活動に力を入れていく予定ですので、そちらにもご
協力とご参加お願いします。

※３９ 防災意識 個人の防災意識を高めるというのはとても良い考えだと思います。
地区で防災についていくら話し合っていたとしても、災害時の避難判断を行うのは自分です。
ご自分の命、また家族の命を守るために何が大切か日頃から考え、対策を打つことは個人で
もできることですのでどんどん進めていただきたいと思います。また各地区の自治会でも防災
についてチームが組まれている場合があるので、そちらにも是非ご参加ください。

※４０ 避難訓練 来年、是非実施したいと思います。ご協力をお願いします。

※４１ ご意見 たくさんのご意見ありがとうございます。是非　自治会にご相談ください。

※４２ アンケート結果報告 回覧板にて集計・分析結果を回覧します。

《注意》 ここに記載されている案は一例であり、全ての家庭でベストな方法であるとは限りません。



浸水ナビ（地点別浸水シミュレーション検索システム） 国土交通省のホームページ

＜操作ガイド＞

・ブラウザで「浸水ナビ」と検索して、「浸水ナビ」のホームページにアクセスする

・「浸水ナビ」の河川検索に「犀川」と入力して検索し、「信濃川水系　犀川 ・・・」を選択する

・地図を移動・拡大して川中島地区を表示する

・犀川の決壊地点を選択すると、浸水状況が色分けで表示される

・アニメーション［▶］ボタンをクリックすると浸水の推移（時間経過）が表示される

・地点をクリックするとその場所の浸水の深さが表示される

・決壊地点を変えると浸水状況、浸水の深さが変わってくる

※ 川中島小学校のあたりが周辺より浸水深が小さいのは、流れが速いからとのことでした
　　（下の画面での浸水深は、公民館川中島分館あたりは1.2m、川中島小学校のあたりは0.65m）

決壊場所

指定した地点

の浸水の深さ浸水の状態が

表示される

ドラックして

動かせる

経過時間

川中島小学校

公民館川中島分館


