
防  災
災害配備体制
　市では万一に備え、防災計画をたて、いつでも災害警戒配
備体制に入れる準備を整えています。
　また、台風、集中豪雨、地震などの災害時に、被害の出るお
それがある場合や、被害状況によっては、災害警戒本部や災
害対策本部などを設置し、防災活動を行います。

防災（風水害・地震）  危機管理課  ☎0742‐34‐4930

（1）台風対策
■台風に備え、わが家の安全チェック

〈屋根〉
●·瓦のひび、割れ、ずれ、はがれはないか。
●·トタンのめくれ、はがれはないか。

〈雨どい・雨戸〉
●···雨どいに落ち葉や土砂が詰まっていないか。継ぎ目の
はずれや塗装のはがれ、腐りはないか。

●·雨戸にがたつきやゆるみはないか。
〈外壁〉
●·モルタル壁やブロック壁に亀裂はないか。
●·板壁に腐りやぐらつきはないか。

〈ベランダ〉
●···鉢植えや物干し竿など飛散の危険が高い物は室内へ。

〈窓ガラス〉
●·ひび割れや窓枠のがたつきはないか。
●·飛来物に備え、外側から板などで防ぐ。

〈その他〉
●···プロパンガスボンベは固定されているか。
●···看板やアンテナなどのぐらつきはないか。

家庭での備え

〈室内では〉
●···停電に備え、懐中電灯や携帯ラジオの準備を。
●···避難に備え、貴重品などの非常持ち出し品の準備を。
●···台風や台風に係る災害情報を注意深く聞く。
●···飲料水を確保しておく（断水に備える）。
●···浸水などの恐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高い場所へ移動。

●···病人や乳幼児、身体の不自由な人などを安全な場所へ。

■台風のあとのチェック
〈屋根〉
●···落下物や倒壊物など危険がないか。あればただちに補
強や除去を行う。

●···断線した電線が垂れ下がっていないか。また垂れ下がっ
た電線が家にふれていないか。断線を発見したら近寄
らず、電力会社へ通報。

●···浸水の被害を受けたら衛生に注意。家の中の風通しを
よくして乾燥させ、消毒を念入りに。

●···活動時にはケガをしないように、肌を露出しない服装で。
ヘルメットも着用。

（2）地震対策
■日頃のチェック
●···家の地盤の状態を知っておく。
●···建物の状態を知っておく。
●···ブロック塀、石塀の強度を確認。
●···火を出さない環境をつくる。
●···可燃性の危険物やプロパンガスボンベなどの安全確認。
●···家具などの転倒防止策を講じる。
●···非常食や消火器、バケツなどの準備。
●···家族の役割分担、集合場所など、家庭の防災会議を開く。
●···被害を最小限にするために地域での助け合い。
●···防災に関する正しい知識を身に付ける。

■地震が起こったときの心得
●···わが身の安全を図る。
●···すばやく火の始末をする。
●···マンションなどでは戸を開けて出口を確保する。
●···火が出たらすぐ消火する。
●···あわてて外へ飛び出さない。
●···狭い路地やブロック塀には近づかない。
●···山崩れ、がけ崩れ、津波に注意する。
●···車を利用せず、徒歩で避難する。
●···地域で協力し合って応急救護をする。
●···ラジオなどで正しい情報を得る。
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　ならどっとFM（78.4MHz）で、身近な防災・防犯のワンポ
イント情報を放送しています。

「奈良市防災インフォメーション」
【放送時間】
毎週月～金曜日· 午前８時30～35分、11時35～40分
· · 午後２時10～15分、６時15～20分
土・日曜日· 午前８時50～55分、12時10～15分
· · 午後２時10～15分、６時35～40分

「知っとこ防災情報」
【放送時間】
毎週金曜日· 午前６時20分

（再放送：毎週土・日曜日·午後６時40分）
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非常持ち出し品は家族構成に合わせて̶

マスク

家族の人数分をそろえることは勿論ですが、乳幼児がいる家庭、
妊婦がいる家庭、要介護者のいる家庭など、必要な物が家族構
成にあわせて変わっていきます。定期的な点検も大切です。

カンパン

カンパン

ミルク

■非常持ち出し品の準備を
●···万一の災害に備えて、非常食や必要なものをリュックサッ
クなどにまとめておくことが大切。

●···準備しておくとよいものは、次ページに示すようなもの
があります。

●···最低でも3日間は自力でしのげる準備をしておきましょう。

備蓄倉庫
　災害に備えて、毛布、非常食、救急セット、簡易トイレなど
を確保しています。現在、備蓄倉庫は市役所庁舎、行政セン
ター、企業局、防災センター、小学校等（42か所）と中登美ヶ
丘近隣公園、西大寺近隣公園、古市公園に設置しています。

自主防災組織
　災害で大きな被害が発生した場合、地域において互いに
協力し合い、救援・救助活動（初期消火、応急救護、避難誘導
など）を行うために、自主防災組織をつくり、日頃から訓練を
重ねておくことも大切です。自主防災組織はおおむね小学
校区単位で結成し、市からの助成があります。

防災訓練・防災講演会
　市では、具体的な災害の発生を想定し、災害対策活動の機
動性、実効性を高めるため防災訓練等を実施しています。

災害時の応援協定
　大規模災害時に、十分な救援・救助活動が行えるように、他
の自治体（76市5町）と災害時における相互応援協定を締結
しています。また、食糧・生活用品等を扱う企業（14社）や、迅
速な情報の収集と伝達に向け、市内郵便局や市タクシー協会、
（株）奈良シティエフエムコミュニケーションズ（ならどっとＦ
Ｍ：78.4MHz）との間に協定を結び、さらに、避難場所の提供
等についてかんぽの宿奈良、緊急輸送等の支援について（社）
全国霊柩自動車協会、応急復旧等の協力について奈良市建
設業会、非常用発電機の燃料の確保等のため奈良県石油商
業組合奈良支部との間でそれぞれ協定を締結しています。

防災センター　MAP M-2（25ページ）

　災害時には、避難場所ともなる防災センターでは、市民の
みなさんに防災意識を深めてもらうため、市の防災体制の紹
介コーナー、地震・消火・煙避難・台風の各体験コーナーなど
を設置し、防災に関する正しい知識と、確かな技術を体験し
ながら学習することができます。
場　所……八条五丁目404－1·☎0742-35-1106
開館時間…午前9時30分～午後4時30分
　　　　　［入場料］··無料（団体で利用される場合はあらかじ

め人数、研修内容等をご連絡ください）
休館日…●···毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日が休館）

●···祝日の翌日（祝日の翌日が、土・日曜日及び祝日に
あたる場合は開館します）

●···年末年始（12月28日～1月4日）

災害対策
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《奈良市の業務や制度のご案内は》



防災情報メール
　奈良市防災情報メールは防災情報等（地震、風水害等にか
かる緊急情報）を、登録者に配信するシステムです。
配信内容

●···防災情報、避難指示、災害連絡などの緊急情報
●···国民保護情報
●···各種警報、注意報など
●···同報系防災行政無線の試験放送の案内

登録方法
●···フィーチャーフォン（ガラパゴス携帯電話、いわゆるガラ
ケー）の場合下記のメールアドレスかQRコードを読み
取り、件名に「メール希望」と入力してメール送信してく
ださい。登録完了後、完了メールが届きます。
（※登録には少し時間がかかります。）· ·
bousai-narashi@city.nara.lg.jp

●···スマートフォン・タブレット端末・パソコンの場合下記のメー
ルアドレスかQRコードを読み取り、空メールを送信し、
返信されたメールの指示に従って登録して
ください· ·
bousai.nara-city@raiden.ktaiwork.jp

　災害時の避難所として、別表のとおり市立の小・中学校や
公民館、人権文化センターなどを指定しています。災害で被
害のおそれがあるときや被害が発生したときは、近くの避難
所に避難してください。避難所には案内標識を設置し周知に
努めています。

（1）市内の避難所一覧
一次避難所（114か所）

避難場所

避難所 所在地
田原小・中学校 横田町199番地の1

（旧）田原中学校 横田町295番地の1
田原公民館 茗荷町1078番地の1

（旧）水間小学校 水間町450番地の2
柳生小学校 柳生下町138番地

（旧）柳生中学校 柳生町212番地の2
柳生公民館 柳生町340番地
柳生公民館邑地分館 邑地町451番地の4

（旧）大柳生幼稚園 丹生町847番地
柳生地域ふれあい会館 忍辱山町1303番地
興東館柳生中学校 大柳生町832番地

（旧）興東中学校 大柳生町4736番地
興東公民館 大柳生町3633番地
興東公民館大平尾分館 大平尾町471番地
興東小学校 須川町1424番地
興東公民館狭川分館 下狭川町3109番地の2
椿井小学校 椿井町25番地
中部公民館 上三条町23番地の4
済美小学校 西木辻町5番地の2
春日中学校 西木辻町67番地

避難所 所在地
春日公民館 南京終町一丁目86番地の1
生涯学習センター 杉ヶ町23番地
済美南小学校 南京終町676番地
飛鳥小学校 紀寺町785番地
飛鳥中学校 高畑町1475番地の1
飛鳥公民館 紀寺町984番地
鼓阪小学校 雑司町97番地
若草公民館 川上町575番地
北人権文化センター 川上町418番地の1
東之阪児童館 川上町461番地の1
鼓阪北小学校 青山九丁目3番地の1
佐保小学校 法蓮町280番地の1
若草中学校 法蓮町1416番地の1
中人権文化センター 畑中町4番地の4
佐保川小学校 法蓮町229番地の1
一条高校 法華寺町1351番地
大宮小学校 大宮町四丁目223番地の1
三笠公民館 大宮町四丁目313番地の3
男女共同参画センター 西之阪町12番地
大宮児童館 西之阪町5番地の1
大安寺小学校 大安寺二丁目15番1号
大安寺西小学校 大安寺西一丁目342番地
三笠中学校 三条川西町3番1号
防災センター 八条五丁目404番地の1
東市小学校 古市町268番地
東人権文化センター 古市町1226番地

（旧）横井人権文化センター 横井一丁目616番地の1
古市児童館 古市町1263番地
横井児童館 横井五丁目337番地の2
明治小学校 北永井町414番地
都南中学校 南永井町98番地の1
辰市小学校 西九条町一丁目7番地の1
南人権文化センター 杏町401番地の1
帯解小学校 柴屋町9番地
南部公民館 山町27番地の1
南部公民館精華分館 高樋町640番地の1
米谷町集会所 米谷町566番地の1
興隆寺町公民館 興隆寺町356番地の2
中畑町公民館 中畑町1276番地
北椿尾町集会所 北椿尾町659
都跡小学校 四条大路五丁目6番1号
都跡中学校 柏木町13番地
都跡公民館 五条町204番地の1
平城小学校 秋篠町1394番地
平城中学校 秋篠町1333番地
平城公民館 秋篠町1468番地
伏見小学校 菅原町370番地
伏見中学校 西大寺野神町一丁目6番1号
伏見公民館 青野町二丁目13番4号
西大寺北小学校 西大寺赤田町一丁目6番1号
伏見南小学校 宝来五丁目2番1号
京西中学校 平松四丁目3番1号
六条小学校 六条二丁目14番1号
京西公民館 六条西一丁目3番43-2号
あやめ池小学校 あやめ池南九丁目939番地の39
西部公民館 学園南三丁目1番5号
平城西小学校 東登美ヶ丘三丁目1093番地の1
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避難所 所在地
登美ヶ丘中学校 東登美ヶ丘三丁目1059番地
登美ヶ丘南公民館 中山町西二丁目921番地の1
鶴舞小学校 鶴舞東町2番1号
青和小学校 百楽園四丁目1番1号
二名公民館 学園赤松町3684番地
東登美ヶ丘小学校 東登美ヶ丘四丁目21番33号
登美ヶ丘北中学校 北登美ヶ丘一丁目1番1号
登美ヶ丘小学校 西登美ヶ丘四丁目21番1号
登美ヶ丘公民館 中登美ヶ丘三丁目4162番地の81
二名小学校 二名一丁目3716番地の1
二名中学校 二名一丁目3667番地の2
富雄北小学校 富雄北一丁目13番6号
鳥見小学校 鳥見町三丁目11番地の2
富雄公民館 鳥見町二丁目9番地
三碓小学校 西千代ヶ丘一丁目20番9号
富雄中学校 三碓二丁目3番12号
富雄第三小中学校 帝塚山南二丁目11番1号
富雄南小学校 中町4185番地
富雄南中学校 藤ノ木台一丁目5番13号
富雄南公民館 中町501番地の3
神功小学校 神功二丁目2番地
平城西中学校 神功二丁目1番地
平城西公民館 神功四丁目25番地
右京小学校 右京四丁目11番地の1
朱雀小学校 朱雀六丁目10番地の1
平城東中学校 朱雀六丁目11番地
平城東公民館 朱雀六丁目9番地の1
左京小学校 左京三丁目1番地の1
佐保台小学校 佐保台三丁目902番地の341
月ヶ瀬小・中学校及び
月ヶ瀬体育館 月ヶ瀬尾山2551番地

月ヶ瀬公民館 月ヶ瀬尾山2815番地
（旧）並松小学校 藺生町1894番地
都祁小学校 都祁白石町974番地

（旧）吐山小学校 都祁吐山町3939番地
（旧）六郷小学校 針ヶ別所町820番地
都祁中学校 針町2554番地
都祁公民館 針町2191番地

二次避難所（32か所）
　全市域に及ぶ大災害が発生し、一次避難所では対応できな
い相当数の避難者が想定される場合に開設する避難所です。

避難所 所在地
奈良女子大学附属
中等教育学校 東紀寺町一丁目60－1

奈良教育大学
（付属施設を含む） 高畑町

高円高等学校 白毫寺町633番地
帝塚山大学

（奈良・学園前キャンパス）
（付属施設を含む）

学園南三丁目1番3号

奈良市西部会館
（市民ホール） 学園南三丁目1番5号

近畿大学附属小学校 あやめ池北一丁目33－3
奈良市北部会館 右京一丁目1番地の4
奈良女子高等学校 三条宮前町3番6号

（2）一次避難地（11か所）
●·青山近隣公園· ●·柏木公園
●·大渕池公園· ●·中登美ヶ丘近隣公園
●·登美ヶ丘近隣公園· ●·平城第3号近隣公園
●·平城第2号公園· ●·平城第1号近隣公園
●·佐保山近隣公園· ●·西大寺近隣公園
●·古市公園

（3）広域避難地（5か所）
●·奈良公園
●·鴻ノ池運動公園
●·平城宮跡
●·奈良国際ゴルフ倶楽部
●·飛鳥カンツリー倶楽部

※避難地とは
地震などの大規模災害発生時、最初に安全を守るために
避難する場所です。近くに近隣公園や地区公園などがあ
れば、そちらへ避難していただいても構いません。

避難所 所在地
なら１００年会館 三条宮前町7番地の1
奈良女子大学 北魚屋東町
奈良教育大学附属中学校 法蓮町2058－2
奈良育英学園

（付属施設を含む） 法蓮町1000番地

奈良県立大学 船橋町10
平城高等学校 朱雀二丁目11
奈良女子大学附属小学校 百楽園一丁目7－28
ならまちセンター 東寺林町38番地
奈良佐保短期大学 鹿野園町806
奈良育英西中学高等学校 三松四丁目637－1
帝塚山大学

（奈良東生駒キャンパス）
（付属施設を含む）

帝塚山七丁目1の1

近畿大学農学部 中町3327－204
奈良西養護学校 帝塚山西二丁目1－1
奈良文化女子短期大学

（付属施設を含む） 中登美ヶ丘三丁目15－1

登美ケ丘高等学校 二名町1944番地の12
山辺高等学校 都祁友田町937番地
東大寺学園高等学校

（付属施設を含む） 山陵町1375番地

奈良大学 山陵町1500番地
奈良大学附属高等学校 秋篠町50番地
関西文化芸術学院 山陵町1179番地
奈良養護学校 七条町135番地
奈良朱雀高等学校 柏木町248番地
奈良東養護学校 七条二丁目670番地
西の京高等学校 六条西三丁目24－1
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《奈良市の業務や制度のご案内は》
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