
指定緊急避難場所および指定避難所一覧
No. 施設・場所 所在地 指定避難所
1 名寄高等学校 字徳田204番地 ○

2 名寄産業高等学校光凌キャンパス 西5条北5丁目1番地

3 名寄産業高等学校名農キャンパス 字緑丘3番地3 ○

4 名寄市立大学 西4条北8丁目1番地

5 名寄市立大学(3号館:旧短大) 西4条北8丁目1番地
6 名寄中学校 字豊栄101番地

7 名寄東中学校 西2条北8丁目1番地3

8 智恵文中学校 字智恵文11線北2番地

9 風連中学校 風連町新生町167番地 ○

10 名寄小学校 西1条南1丁目

11 名寄南小学校 西6条南12丁目55

12 名寄東小学校 東3条南3丁目11 ○

13 名寄西小学校 西7条南2丁目18

14 智恵文小学校 智恵文12線南3番地 ○

15 中名寄小学校 字日彰285番地

16 風連中央小学校 風連町西町201-1 ○

17 駅前交流プラザよろーな 東1条南7丁目1-10 ○

18 名寄市保健センター 西2条北5丁目1-25

19 名寄市スポーツセンター 西7条南12丁目55

20 名寄市民文化センター 西13条南4丁目1

21 智恵文多目的研修センター 字智恵文11線北2番地

22 上川北部人材開発センター 字緑丘30番地 ○

23 北国博物館 字緑丘222番地 ○

24 風連西町コミュニティセンター 風連町西町76-2

25 風連農村環境改善センター 風連町新生町187-11 ○

26 風連日進コミュニティセンター 風連町字日進3076 ○

27 風連旭コミュニティセンター 風連町字旭2216 ○

28 風連町瑞生コミュニティセンター 風連町字瑞生4151-2
29 西風連コミュニティセンター 風連町字西風連2500番地 ○

30 東風連子供と老人福祉館 風連町字東風連3395番地 ○

31 ふうれん地域交流センター 風連町本町62、63番地 ○

32 智北地区農作業管理休養センター 智恵文智北

33 なよろ健康の森管理棟 日進 ○

34 髙見区町内会福祉会館 緑丘5 ○

35アカシヤ福祉会館 西11条南9丁目

No. 施設・場所 所在地 指定避難所
36 大橋地区コミュニティセンター 大橋

37 東部地区集落センター 字日彰285番地

38 株式会社名寄ゴルフクラブ 名寄市字日彰391

39 名寄高等学校グランド 字徳田204番地

40 名寄産業高等学校名農キャンパスグランド 字緑丘3番地3

41 名寄産業高等学校(グラウンド) 西5条北5丁目1

42 名寄市立大学(グラウンド) 西4条北8丁目1番地

43 大学公園 西4条北8丁目

44 名寄中学校(グラウンド) 字豊栄101番地

45 名寄東中学校(グラウンド) 西2条北8丁目1番地3

46 智恵文中学校(グラウンド) 字智恵文11線北2番地

47 風連中学校(グラウンド) 風連町新生町167番地-1

48 名寄小学校(グラウンド) 西1条南1丁目2

49 名寄南小学校(グラウンド) 西6条南12丁目55-2

50 名寄東小学校(グラウンド) 東3条南3丁目11番地

51 名寄西小学校(グラウンド) 西7条南2丁目18番地

52 旧豊西小学校(グラウンド) 西15条南4丁目14番地2

53 智恵文小学校(グラウンド) 智恵文12線南3番地

54 中名寄小学校(グラウンド) 字日彰285番地

55 風連中央小学校(グラウンド) 風連町西町201番地1
56 旧風連下多寄小学校(グラウンド) 風連町瑞生1558番地
57 旧東風連小学校(グラウンド) 風連町字東風連889番地
58 浅江島公園 名寄市西13条南2丁目

59 名寄公園 名寄市字緑丘

60 弥生公園 名寄市字弥生

61 南広場 名寄市西2条南9丁目

62 白樺公園 名寄市西9条北1丁目

63 なよろ健康の森 名寄市字日進

64 名寄市総合福祉センター【福祉避難所】
名寄市西1条南12丁目
1番地2 ○

65サンピラー交流館 名寄市字日進147番地2 ○

66 北海道立サンピラーパーク 名寄市字日進147番地2他

67 弥生会館 名寄市字弥生 ○

（平成 31年４月１日現在）

指定緊急避難場所：災害による危険から一時的に避難するための場所・施設
指定避難所：災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在するための場所・施設
※指定避難所「〇」、空欄は指定緊急避難場所
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防災マップ

　名寄市で発生が想定される洪水、土砂、地震などの災害において、皆さんの迅速な避難行動や被害の軽減に役立つ
事項を掲載しています。地域や家庭での防災活動や災害時などにお役立てください。

防災マップ・洪水ハザードマップを活用しましょう

　災害時警戒レベルに応じて、居住者等がとるべき行動を以下にまとめました。もしもの時に備えてチェックしておき
ましょう。

警戒レベルについて

防災・救急

洪水ハザードマップ

防災マップは平成27年8月に、洪水ハ
ザードマップは平成30年8月に全戸配布
しております。お手元に見当たらない場合
には、総務部（防災担当）
までお問い合わせくださ
い。また、市ホームペー
ジでも確認できます。
『市ホームページ』は
こちらの二次元コードから

既に災害が発生している状況であり、命を守るための最善の行動をする。
災害発生情報※

※災害が実際に発生していることを把
握した場合に、可能な範囲で発令

防災気象情報等の最新情報に注意するなど、災害への心構えを高める。

避難に時間を要する方（高齢の方、障がいのある方、乳幼児等）とその支援者は立退き避難
する。そのほかの方は立退き避難の準備をし、自発的に避難する。 避難準備・高齢者等避難開始

警戒レベル

ハザードマップ等により災害リスク、避難場所や避難経路、避難のタイミング等の再確認、
避難情報の把握手段の再確認・注意など、避難に備え自らの避難行動を確認する。 注意報

早期注意報

・指定緊急避難場所等への立退き避難を基本とする避難行動をとる。
・災害が発生するおそれが極めて高い状況等で、指定緊急避難場所への立退き避難はか
えって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合には、近隣の安全な場所への避難
や建物内のより安全な部屋への移動等の緊急の避難をする。

避難指示（緊急）※
避難勧告
※地域の状況に応じて緊急的又は重
ねて避難を促す場合

居住者等がとるべき行動 居住者等に促す情報

総務部（防災担当）　　01654③2111（内線3327・3382・3383）問
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❼いざというときのために非常持ち出し品を備えましょう

防災用品
▢懐中電灯(予備電池)
▢携帯ラジオ(予備電池)
▢笛
▢携帯電話(充電器等含む)
▢カセットコンロ(ガス含む)

【冬季の備え】
▢電源のいらないストーブ
　(燃料含む)
▢カイロ

貴重品
▢現金(硬貨を多めに)
▢預貯金通帳
▢印鑑
▢健康保険証
▢身分証明証
　(運転免許証等)など

食品
□カンパン
□飲料水
□缶詰
□レトルトなどのすぐに
　食べられる食品
□チョコレートなどの菓子類

薬
▢ばんそうこう
▢常備薬
▢お薬手帳など

生活用品
▢衣類
▢タオル
▢軍手
▢雨具
▢ティッシュペーパー
▢ウエットティッシュ
▢紙皿
▢紙コップ
▢割り箸
▢ライター
▢缶きり
※その他にも、はさみ、レジャーシート、
ロープ、布製ガムテープ、ラップ、歯ブ
ラシ、マスクなど。

※飲食類は賞味期限のチェックも忘れ
ずに。

非常持ち出し品をチェックし、必要なものをリュックサックに入れておきましょう

❺情報を入手する

防災情報(気象警報、避難情報など)を確認しましょう。
○テレビのｄボタン　○ラジオ　○携帯電話(スマートフォンを含む)　○インターネット

❻災害伝言ダイヤル「171」番
　災害伝言ダイヤルは、大規模な災害が発生した際に、安否確認などの電話が殺到して電話がかかり
にくい状態になった場合でも、伝言の録音および再生により被災地内の家族や親類・知人などと連絡
を可能にするNTTのボイスメールサービスです。
　利用方法は、｢171｣をダイヤルし、音声ガイダンスに従って伝言の録音や再生を行うもので、事前の
契約等は必要ありません。
　なお、災害用伝言ダイヤルの提供開始は、NTTが決定し、テレビやラジオでお知らせします。
※詳しくはNTTホームページ（http://www.ntt-east.co.jp/saigai/）で確認してください。

『救急・休日当番医』の情報は
こちらの二次元コードから

『NTT東日本ホームページ』は
こちらの二次元コードから

休日の診療は当番制となっています。「広報なよろ」や市ホームページでご確認のう
え、受診してください。なお、17時以降の診療は当番制ではありませんので、名寄市
立総合病院にお問い合わせください。

救急
救急・休日当番医

スノーマラソン
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　地震・台風・洪水・土砂崩れなど自然災害はいつ起こるかわかりません。非常時に備
え、普段から防災用品の準備・点検を行い、災害が起きたときの対応や避難場所につ
いても各家庭で確認しておきましょう。

防災

❶平常時の確認

●家族が離ればなれになったときの連絡方法について確認しておきましょう。
●最寄りの避難場所を確認し、そこまでの経路に危険な場所がないか、実際に歩いて確かめてみましょう。

家族への連絡方法や避難先を確認

●火を消す、ドアを開ける、非常持ち出し品など一人ひとりの役割分担を決めておきましょう。
 一人ひとりの役割分担の確認

❸地震が起きたときのために

●寝室や子ども、お年寄り、病人のいる部屋には倒れそうな家具は置かないようにしましょう。
●耐震金具を利用するなど、家具の転倒や落下を防止する対策をとりましょう。
●安全に避難できるよう、出入り口や通路に物を置かないようにしましょう。
●平常時から家のまわりを確認しましょう。屋根、外壁、塀、プロパンガスボンベ、灯油タンクなどは大丈夫ですか。
●家(建物)の耐震性について、調べてみましょう。

家の内外の安全確認

●消火器がどこにあるか知っていますか。使い方についても、確認しておきましょう。
●救急箱の中身を確認しましょう。

消火器や救急箱の確認

❷水害(洪水)に備える

●名寄市(洪水ハザードマップ)で、お住まいの地区がどの程度浸水する想定なのかを事前に確認しておきましょう。
浸水想定

❹暴風雪を警戒する

●吹雪や暴風雪が予想される場合には、不要な外出は避けましょう。
●北の道ナビ「吹雪の視界情報」で現在の吹雪状況とこれからの吹雪予測が確認できます。
冬道の外出などに活用しましょう。

『吹雪の視界情報』は
こちらの二次元コードから
冬期間のみのサイトが開設

総務部（防災担当）　　01654③2111（内線3327・3382・3383）問

市民盆踊り大会 健康の森
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