
大雨洪水災害等を想定した
避難行動・避難生活
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令和４年６月２日
豪雨災害に備えた地域防災における自助共助の役割

令和４年度（2022年度）北海道防災啓発研修

避難指⽰が出て、逃げられますか？

住⺠側：情報待ち（情報途絶）、指⽰待ち
→逃げ遅れに直結

⾏政側：情報収集、情報発信
電話等対応に追われる

避難⾏動要⽀援者、要配慮者

台⾵19、21号被害
（毎⽇新聞調査結果2019.11.11より）

死者 103⼈

そのうち⽔害の犠牲者（溺死） 72⼈

そのうち⾞で移動中の「⾞中死」が30⼈ ３割
屋外での被災 20⼈
屋内での被災 22⼈

避難⾏動要⽀援者の避難を実現するには
条件：⼤⾬が降り続いている。
〇歩ける⽅か（歩けない場合には⽀援者２⼈以上）
〇家から運び出すだけでも課題が多い。
〇⾞が使⽤できる状況か（ルートを含む）
〇避難所が満員の場合を想定（時間がかかるため）
〇誰かが指⽰を出してくれるわけではない。

やっていないことはできない。



逃げる必要があるか？

⽴ち退き避難

要配慮者施設

移動

様々な

避難形態

籠城避難

在宅⽀援

介護

平成30年西日本豪雨ならびに
令和元年東日本台風から導かれたこと
「今、速やかに実現したいこと」

1. 要配慮者入所施設の避難確保計画ならびに訓練の義務化

（水防法 平成29年、令和３年改訂）

２．避難行動要支援者の個別避難計画の努力義務化

（災害対策基本法 令和３年改訂）

⼤⾬災害と低体温症
•⾝体が震える。⻭がカチカチとなる。
のち、意識混濁・昏睡

•予防ありき
•気温15℃でも発症することがある。
•⾼齢者、⼦どもに発症しやすい。
•動かずに冷気を受け続けると発症しやすい。
•⾃分では対処できないことがある。
•濡れは空気の23倍の伝導、４〜５倍の冷却

避難後の低体温症対策

優先順位１ 濡れたままにしない
優先順位２ 床に寝せない
優先順位３ 直接加温＝表⾯積のある湯たんぽ
優先順位４ カロリーのある⾷べ物・飲み物

低体温症は予防ありき



⾞利⽤避難における多くの課題
・⾞依存型社会では徒歩避難は極めて困難
⇒ ⾞利⽤避難を想定内に

・⼤量の⾞両を駐⾞するスペースの確保が困難
⼤規模災害ではいつも発⽣

・⾞利⽤避難は、その道順で被災例が多発
・コロナ下では⾞利⽤避難がさらに多くなる

このような想定を施した訓練の実践例は少ない

①避難所は３K。きつい，汚い，危険。
②避難所避難：感染リスク，災害関連疾患
③ホテル・旅館避難：お⾦、遠隔、⼈数制限。
④⻘空避難：さまざまな健康被害の可能性。
⑤縁故避難：事前相談が必要
⑥在宅避難：停電・断⽔下での⽣活。⾃⼰判断

この⽣活が２か⽉以上続くことを想定

避難形態とそのリスク

平成28年4⽉14⽇ 前震 マグニチュード6.5
平成28年4⽉16⽇ 本震 マグニチュード7.3

最⼤避難者数 183,000⼈（⾞中泊、⾃宅避難者除く）
建物被害 198,254棟
断⽔（益城町） 5/12に復旧

死亡者 50⼈
震災関連死 223⼈（2021. 12.13現在）
重軽傷者 2,736⼈
避難者 0⼈（H29 11/18）

熊本地震 熊本地震について熊本県が
独⾃調査した

震災関連死197⼈のうち

９割の⽅は既往歴あり
８割を７０代以上が占める
８割は３か⽉以内に関連死
７割は地震のショック、不安ならびに避難⽣活
の⾁体的・精神的苦痛
６割は呼吸器系、循環器系疾患



６５歳未満 ６５歳以上 計

男性 ５ ７ １２

⼥性 １３ ２９ ４２

計 １８ ３６ ５４

熊本県健康福祉部健康づくり推進課発表

このうち45⼈は4/30までに⼊院

⼊院を必要とした「エコノミークラス症候群」患者数 ⾞中泊とエコノミークラス症候群･肺塞栓症
体の深い静脈内（特に脚）に⾎栓が⽣じ、それが⾎液の流れを通って肺動脈に塞栓を⽣じる。
突然死を起こす原因。

•ストレスを受けると発症しやすい。
• 運動をしないと発症しやすい。
• ⽔分を控えると発症しやすい。
• トイレを控えると発症しやすい。
• ⾞の中に避難すると発症しやすい。
• ⾼齢者，⼥性に発症しやすい。
• 外科⼿術を⾏った⼈に発症しやすい。
• 肥満傾向にあると発症しやすい。

症状︓⾜のむくみ。痛み。腫れ。
突然息苦しくなる。脈拍が増える。胸痛が起こる

上記の症状が出現したらすぐに医療機関へ

①

②

③

④

⾞中泊避難を安全に実現するには？

１．健康被害を想定しておくこと。（カーキャンプとは異なる）
２．必要な物資は個⼈でしか装備できない。
３．５⼈乗りの⾞両でも２⼈就寝が限界（⽣活）
４．やってみるとわかる困難感＝眠れない なぜ？
５．感染症対策にはひとつの⼿段

⇒ 避難⾏動を実現することと同じ

T

避難所はトイレに始まりトイレに終わる
仮設トイレありきの対策がほとんど・・・恐るべきトイレ
命に関わる

どのような⼈に配慮？
動線？
実際に体感することで
準備する事柄がわかる



お願いです
ー学校が避難所となるとき
平時の今、学校のどこに仮設トイレを置くかを
決めておいてください。

観点
１．動線 ２．男・⼥
３．安全性（明るさ、段差、寒さ）
４．衛⽣（清潔、⼿洗い、⽔）
仮設トイレは使い捨てになる可能性あり

トイレ解決案１ 訓練をしないと難しい
断⽔を想定し、既設型トイレを使⽤する携帯トイレ⽅式
表⽰やルール等をあらかじめ策定する必要あり

T

トイレ解決案２ ラップ式トイレ
室内可能、⽔不要、臭いなし、衛⽣的。電池で動く。
備蓄整備の必要性。取り扱い⼿順も重要。

T

避難⽣活で多発する疾患
循環器系疾患 → ストレス、塩分過多による⾼⾎圧，⼼不全
エコノミークラス症候群・肺塞栓症

→ ストレス、トイレ、⽔分摂取
感染症・⾵邪 → ストレス、免疫低下、肺炎、インフルエンザ
呼吸器系疾患 → ほこりや換気不⾜による咳、喘息
⼀酸化炭素中毒 → ⾞中泊・マフラーの閉塞、⾃宅の発電機
低体温症・熱中症→ 停電により冷房・暖房停⽌
便秘・下痢 → ストレス、⾷事問題、⾏きたくないトイレ
不眠・うつ → ストレス、不安、トイレ、ご遺族
⽔⾍ → 衛⽣環境問題、お⾵呂・シャワー不⾜



課題．被災後の⽣活（避難所・避難⽣活）の困難
暑さ・寒さ対策と避難所（命のリスク），⽔不⾜
無暖房の在宅避難，酷暑・寒冷下の⾞中泊，
⾷べられない⾷（アレルギー、嚥下⾷、離乳⾷）

１）停電による冷房・暖房の喪失
２）逃げた後、低体温症等により命を失うリスク。
３）⾬⽔の濡れによる低体温症の誘発。
４）担当者の到着困難による避難所開設のリスク。

「繰り返される災害関連疾患の誘発」 課題．被災後の⽣活（避難所・避難⽣活）の困難
つづき

５）外気温の低下によるトイレの我慢
在宅避難の妨げ：トイレ、⾷事、衛⽣維持が困難

６）使えない⼈がいる仮設トイレ
７）医療機関の継続不可能のリスク、薬不⾜。
８）⾞中泊によるエコノミークラス症候群、

⼀酸化中毒死のリスク。

避難⽣活を健康に実現するためには
着の⾝着のままでは厳しい。
特に、介護が必要な⽅、⼩さい⼦どもたち。
個⼈単位、家族単位で避難時持出リュックは変わるはず

⼤⾬災害の発⽣する夏〜秋でも避難施設は寒い。

⼤⾬洪⽔災害にはリードタイムがある！

⻑野市内の避難所240名 令和元年10⽉17⽇18時
このあと、20:30に全員への説明会・承諾

雑⿂寝の危険性︓低体温症、
エコノミークラス症候群，ほこり
⽇常⽣活動作の低下（フレイル）

環境測定はされておらず

B



通路の確保 ⼀⼈当たりの⾯積の拡充

B

避難所ゾーニングによって
もたらされる価値・効果

１．家族単位のユニットが形成される（衛⽣・安⼼）
２．保健師班の巡回がスムーズになる（要配慮）
３．住所ができる（⽣活）
４．住⺠と⽀援者のアイポイントが⾼くなる（対話）
５．床とベッドのみが境界。掃除が容易になる（衛⽣）

⇒ 健康に⽣活する場が作られる。

⽇本の災害⾷の常識
K

災害救助法（あくまでも⼀般基準）
１⽇当たりの⾷費：1,160円／１⼈

災害急性期に⽣じる誤嚥性肺炎
１．介護職者の絶対的な不⾜
２．飲み込めない、噛めない。
３．⼝腔ケアの⽋如による⼝内炎の多発
４．⾷べられない配給⾷
５．栄養不⾜による運動性、抵抗性の低下

トータル⼝腔ケアの重要性



万が⼀のときこそ普段に近い⾷べ物が⼤切

⼼がけたいこと
１．普段⾷べなれているもの。ホッとするもの。
２．温かいもの。
３．塩分の少ないもの。
４．⾷物繊維を提供できるもの。

災害時，⾮常⾷ではなく
衛⽣に配慮した炊き出しを優先したい

K︓キッチン 避難時の健康保持に不可⽋なキーワード
TKB

☆ トイレ（T）、⼿洗い、衛⽣
☆ ⾷事（K）、ダイニング
☆ 就寝環境、⽣活環境（B）

そして⼈

避難環境改善そのもの

専⾨性を踏まえて
地域性を重視し専⾨⼈材をつなぐ。多職種連携。在宅からの連動。

総務部系防災担当・保健福祉部系災害担当
⼈と⼈の関係を最⼤限に。経験者の登⽤。
予防保健・介護・福祉。

個⼈としての安全
⾃分が健康であることが、活動に不可⽋。
受け⾝型防災、やってもらえる防災では助からない
能動的（ブラインド型等）訓練に参加
⾃分に必要な安全対策を準備・実践

避難の質を⾼めるために ⼤⾬洪⽔災害を想定内に
１．今まで以上に逃げることの重要性：ただし困難

濡れない避難⾏動を踏まえた避難所・避難⽣活計画
２．地域性・季節性を受援者、⽀援者両⾯から
３．普段使い→有事運⽤ 施設計画：経済⽀援
４．備蓄物資の⾒直し、洗い出し
５．実物資を使⽤した訓練（ヒト、連携、モノ）
６．要配慮者対策の強化・充実


