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地震発生

身の安全を確保しましょう。
避難時は、ガスの元栓を
閉め、ブレーカーを落とす。

高台または
津波避難ビルへ避難

津波から一時的に避難するための
施設のこと。市と協定を結んだ民間
施設や公共施設が指定されている。

学校のグラウンドや公園など

安全が確認
できるまで待機

避難場所へ移動

津波の恐れなし

津波の恐れあり

もしもの時の行動

津波避難ビルとは？

各災害時の行動

避難行動マニュアル(地震の場合)
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地域で安否確認 帰宅する自宅の状況確認

大きな
被害なし

被害大
（生活ができない）

自宅の状況は？

福祉避難所とは？

避難所へ移動

余震や地域の避難情報に
注意しましょう。

福祉避難所は、準備が
整い次第、順次
開設されます。

介護の必要な高齢者や障がい者など
特別な配慮を必要とする方々を
対象とした施設。

前もって決めた連絡
手段で、家族の安否を
確認しましょう。

地域で協力して、
隣近所の避難状況を
確認します。

１

2
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地震

地震の特徴 地震は、地球の地下に存在する「プレート」と呼ばれる岩盤のずれによって発生します。

　
　
　
年 

阪
神
・
淡
路
大
震
災

1
9
9
5陸のプレート内部で岩盤のひずみが起こり、「活断層」と呼ばれる

地盤のずれが発生して起きる地震。

内陸型地震・直下型地震（ 1995年 阪神・淡路大震災など）

●地表に近い位置で起こるため、前ぶれもなく
   激しく揺れる

●局所的に大きな被害を発生させる

●生活エリアを直撃するため、建物の倒壊が発生
    しやすい

●住宅密集地では大火災が発生しやすい

海のプレートに引きずり込まれた陸のプレートの先端が跳ね返って起きる地震。

海溝型地震（2011年 東日本大震災など）

●広範囲に被害が発生する

●規模が大きく、長周期の揺れが1分以上続く

●海水も大きく揺れることで、大津波が発生しやすい

●余震は、最初の地震と同程度の大きな揺れになることがある

●余震は、数ヶ月あるいは数十年にわたって続く場合もある

海溝

海
洋
プ
レ

ート

歪みの蓄積

引きずり込み 跳ね上がり

津波の発生

海
洋
プ
レ

ート

海
洋
プ
レ
ート



避難のポイント
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リビング
座布団やクッションで頭を覆って直ちにドアを
開け、玄関に移動しましょう。
玄関は狭い割に柱が多いので、比較的安全です。

キッチン トイレ・風呂 2階
可能であれば、コンロの火を
消し、電化製品や割れやすい
食器をしまってから、安全な
場所へ逃げるようにしましょう。

すぐに脱出して、玄関などの
安全な場所へ避難しましょう。
風呂場にいる場合は、洗面器や
お風呂の蓋などを頭に被り
ます。

慌てて階段を降りると足を踏み
外したり、古い木造住宅は倒壊
する危険があります。階下へ
降りない方が安全な場合もある
ため、慌てず状況を見て判断
しましょう。

寝室
寝室には背の高い家具を置かないように
しましょう。また、日頃から枕元に靴やスリッパ、
ヘルメットを準備しておきましょう。

自宅にいたら
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避難のポイント

窓やガラスから離れ、落下物にも注意しましょう。
直ちに同じフロアの安全な場所（非常口に
近く、物が置いていないところ）に避難します。

会社

エレベーター
すべての階のボタンを押して、止まった階で
降りましょう。
閉じ込められたら、緊急通報ボタンを押して管理
会社と連絡を取るか、携帯電話で警察や消防に
通報して救助を待ちましょう。

外出先にいたら

ハンドルをしっかりと握って徐々にスピードを
落とし、左側に停車しましょう。
停車後、エンジンを止めて揺れがおさまるのを
待ってください。
車を置いて避難する時は、近くの空き地など
道路外に移動させて駐車するか、ドアロックを
しないでキーを付けたままにしておきます。

車

窓ガラスに連絡先を貼っておいて、車検証などの
貴重品は持って出るようにしましょう。
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避難のポイント

電車・バス
大地震が起きたら、電車は自動あるいは手動で停止します。
すぐに吊り革やポールに掴まって、衝撃に備えて身構えましょう。

地下鉄
閉鎖感から起こるパニックに巻き込まれないことが大切です。
混雑していない出口を探して地上に脱出するか、落ち着いて
係員の指示に従うようにしましょう。

百貨店・スーパーマーケット
レジのカゴやバッグなどで頭を守り、商品棚から離れて
安全な場所へ避難するか、速やかに非常口から脱出する
ようにしましょう。

歩いている時
看板やガラスの破片など、頭上からの落下物に気をつけましょう。
頭上が安全な場合でもブロック塀や自動販売機が倒れてくる
場合があります。持っているバッグで頭を守りながらその場を
離れ、安全な場所（銀行や金融関係のビル、新しい高層ビル、
近くの公園など）へ逃げ込むようにしましょう。



津波
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避難のポイント

津波から身を守るためには、少しでも早く、高い場所に避難しましょう。

●速い

●力が大きい

● 繰り返しやってくる

●引き波があるとは限らない

●川からもやってくる

水深10m地点では時速約36kmと、オリンピックの
短距離選手並の速さで迫ってきます。

くるぶし程度の小さい波でも立っていることができない
ほどの力があります。

一度で終わりではなく、長い時間、何度も繰り返し
押し寄せます。

引き波の前触れがなく来ることもあります。

海だけでなく、川を逆流して被害を及ぼす場合があります。

津波の特徴

小さな揺れでも避難する 車で避難をしない 「より早く」、「より高く」逃げる

地震の揺れが小さくても津波が
起こる場合があるため、揺れの
程度で自己判断してはいけません。

渋滞により避難が遅れる場合が
あるため、原則として車で避難
することは止めましょう。

津波はとてつもないスピードで押し
寄せてきます。1秒でも早く避難
しましょう。また、「遠く」よりも「高い」
場所を選び、近くのマンションやビル
の3階以上に逃げ込むようにしましょう。
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豪雨・暴風

豪雨・暴風の特徴 台風の接近や上陸などよって豪雨や暴風の危険が迫ることがあります。

●梅雨前線（5月～7月頃）

●台風（7月～10月頃）

●秋雨前線（9月中旬～10月中旬頃）

春から夏にかけて、日本から中国大陸付近に出現
します。梅雨により地盤が緩み、さらに大雨になると、
土砂災害が起きやすくなります。

7月～10月には接近・上陸する台風が多くなるので、
大雨や暴風に注意が必要です。暴風によって街路樹の
倒木が起きたり、交通機関に影響が出ることがあります。

夏から秋にかけて梅雨前線と同じような気圧配置に
なります。日本付近に出現して長雨や大雨をもたらし、
道路の冠水などが起こることがあります。

避難のポイント

●浸水危険箇所を知る
お住まいの市区町村の浸水予想区域図を確認し、浸水の起きやすい箇所をチェックしておきましょう。

●排水設備の点検・清掃

雨水ますや側溝の周辺にゴミが溜まることで、雨水が流れず、浸水の危険性が高くなります。
定期的な排水設備の点検・掃除を心がけましょう。

雨どいから流れてきた雨水を排水管に接続し、敷地内の雨水を溜める場所のこと。
庭や外構の地中に埋設されており、地面に見えている蓋を開閉できます。

事前準備

雨水ますとは？
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気象庁や自治体はテレビ・ラジオなどで災害情報を発信し、
各区市町村では防災行政無線で避難勧告や避難指示を行います。
自治体から避難情報が発表されたら、安全を確保した上で避難します。

大雨が降ると、低地帯では冠水する恐れがあります。
冠水し側溝の位置が分からなくなると、通行の際に危険です。
やむを得ず冠水箇所を移動する場合は、傘などで地面を探りながら
移動しましょう。

浸水時の歩行可能な水位の目安は、ひざ下までです。
水位が低くても水の中では歩きにくく、動けなくなる危険性が
あるので、水が流れてきたら早急に高い場所へ避難しましょう。

河川や用水路は水が溢れ、激しい水の流れができることがあります。
絶対に近づいてはいけません。河川沿いに住んでいる人は、地域の
防災情報などに耳を傾け、すぐに避難できるようにしましょう。

大雨・暴風時に外にいた場合は、近くの施設で通り過ぎるのを
待ちます。自宅にいる場合は外出を控えましょう。屋根や窓の
補修のために外へ出るのも危険なのでやめましょう。

公共機関の情報を聞く

悪天候が通り過ぎるのを待つ

河川や用水路に近づかない

ひざ下まで水が来る前に避難する

低地帯は冠水に注意

避難のポイント

避難当日の行動
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コラム

避難情報が見直されました！

「平成30年7月豪雨」では、西日本を中心に多くの地域で河川の氾濫や浸水害、土砂災害が発生し、
死者数が200人を超える甚大な災害となりました。多数の尊い命が失われた原因の一つとして、
”避難勧告”等が発令されているにも関わらず、自宅にとどまり避難しなかった人が大勢いたことが
挙げられます。これを受け、平成31年3月に内閣府により「避難勧告等に関するガイドライン」が
改定され、住民は「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自らの判断で避難行動を取るとの方針が
示されました。この方針に沿って、避難情報を住民が直感的に行動できる表現に変更し、5段階の
警戒レベルを明記して防災情報が提供されることとなりました。

災害への
心構えを
高める

早期
注意情報

避難に備え、
ハザードマップ
等により自らの
避難行動を
確認する

洪水注意報・
大雨注意報
など

気象庁が発表気象庁が発表

避難に時間を要する
人とその支援者は
避難する
その他の人は、避難
の準備を整える

避難準備・高齢者等
避難開始

市町村が発令 市町村が発令 市町村が発令

速やかに
避難先へ
避難する

避難勧告または
避難指示（緊急）

既に災害が発生している
状況
命を守るための最善の
行動を取る

避難指示（緊急）・
災害発生情報

暴風によって電線が切れると停電になり、エレベーターに
閉じ込められる恐れがあります。
大雨・暴風の時は、なるべく階段を使うようにしましょう。

地下室を設置している建物や道路より低い土地にある建物は、
冠水しやすく、水圧でドアが開かなくなって逃げ遅れる危険性が
あります。できるだけ早く指定の避難場所へ行くか、地上に出て
近隣の2階以上の頑丈な建物など、安全な場所へ避難しましょう。

地下にいたら高い場所へ避難する

エレベーターは使わない

警戒レベル １ 2 3 4 5全員避難
高齢者・障がいの
ある方、乳幼児等は
避難！

住 民 が
とる べ き
行 動

発 令 情 報

発令・発信元
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土砂災害

●ひとたび巻き込まれたら助かることが難しい

●ほとんどの場合
　「起こる可能性が高い場所」で発生する

●河川の氾濫や地震、火山の噴火など
　大きな災害に付随して起きることが多い

土砂災害の特徴

土砂災害発生の恐れがあるところは、土砂災害危険箇所に指定されています。
自分の住んでいる地域の危険箇所を事前に確認しておきましょう。
※危険箇所に指定されている範囲から外れた箇所の安全を示すものではありません。

避難のポイント

●土砂災害の危険箇所を知る

●土砂災害の前兆を見たら、いち早く避難する

ハザードマップなどで、自分の住んでいる地域と土砂災害の危険度を知りましょう。

発表された場合は、速やかに安全な場所に避難しましょう。
●「土砂災害警戒情報」が出たら、安全を確保する行動を始める

崖崩れ 地すべり 土石流
崖にひび割れが
できたり、水が
湧き出す。

地面が陥没する。 急に川の水が
濁ったり、流木が
混ざり始める。

土砂災害危険箇所はないか？どこにあるか？「警戒区域」や「特別警戒区域」に指定されていないか？
調べておくこと
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竜巻

● 積乱雲の発達しやすい台風シーズン
    （7月～11月、特に9月～10月）に発生しやすい

● 夜間より昼間に多く確認されており、
     11時～18時の間がピーク

● 短時間で狭い範囲に集中して大きな被害を
    もたらす

● 瓦や看板、自動車などが巻き上げられ、
     猛スピードで飛んでくることもある

竜巻の特徴 竜巻とは？ 「積乱雲の発達に伴う強い上昇気流によって発生する渦巻き状の強烈な突風」。

避難のポイント

●「竜巻注意報」が出たら、安全を確保する行動を始める

●竜巻の前兆を察知したら、いち早く避難する

●丈夫な建物内に移動し、窓から離れて安全な場所を確保する

自分の住んでいる地域に竜巻注意報が出たら、外出を控えましょう。

プレハブの建物やガラス窓の近くにいると、巻き上げられた飛散物が突き破ってくる可能性が高いので
危険です。飛散物が当たらないように、丈夫で安全な場所に避難しましょう。

真っ暗な雲が
近づいて周囲が
急に暗くなる。

雷鳴が聞こえる。 大粒のひょうが
降り出す。

自宅にいる時 雨戸を閉め、トイレや浴室等、風通しの悪い場所へ

街中にいる時 頑丈な建物に入り、地下室や風が吹き込まない場所へ

車の運転中 交通の邪魔にならない場所に駐車し、ただちに頑丈な建物内へ
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火山噴火

●直径50cm以上の大きな噴石が
　落ちてくることがある

●高温の火山灰や岩魂等が一体となった火砕流が
   駆け下りてくることがある

●火山灰は数百km先まで飛ぶことがある

●大地震は火山噴火を誘発する可能性があり、
   数年たってから噴火することもある

火山噴火の特徴

避難のポイント

活火山とは？ 「過去1万年以内に噴火した火山、および現在活発な活動をする火山」。

●身近にある活火山を知る
気象庁では、噴火の前兆を捉えて噴火警報を発表するために、24時間体制で火山
活動を監視・観測しています。活火山近くに住んでいる方は、近くの活火山情報を
集める習慣を身に付け、日頃から備えをしておきましょう。

●避難先を決めておく
活火山が噴火した場合、長期にわたって避難生活を強いられる可能性があります。
活火山近くの住民は、事前に親戚や友人宅など避難先を決めておくことが有効です。

●火山灰から目や呼吸器を守る
火山灰には小さなガラス片が多く含まれているので、眼やのどを守るために精度の
高い防塵マスクや防塵ゴーグルを備えておきましょう。また、火山灰が目に入ったり、
多量に吸い込んだりすると、健康被害につながる恐れがあります。降灰がひどい時は
外出を控えましょう。

●火山灰から電子機器を守る
火山灰が電子機器の吸気口から吸い込まれると、誤作動や故障を招くことがあります。
家庭では、ガス湯沸かし器やエアコンなど、外気にさらされる電化製品は使用せず、
火山灰が入らないようにラップフィルムをするなどして、対策を取りましょう。

予測データ
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雪害（雪崩）

避難のポイント

●吹雪や雪崩などの豪雪地域特有の自然災害の
　ほか、車による雪道での事故など豪雪地帯
    以外でも発生する場合がある

●除雪作業中の事故（特に高齢者）が増えている

●雪崩災害は1月～3月を中心に発生する

●雪崩はスピードが速いため、発生に気づいても
　逃げるのは難しい

雪害の特徴 雪害とは？ 「積雪や雪崩などによる交通機関・農作物・建築物などへの被害の総称」。

●事前に雪崩が発生しやすいケースを知っておく

●事前に市町村のハザードマップで地域の危険箇所を把握しておく

●日常的に危険箇所や気象情報をチェックし、雪害の情報を集めておく

●雪崩の前兆を発見したら最寄りの市町村役場や警察に通報する

【雪崩が発生しやすい場所】
急な斜面、落石注意の標識が設置されている場所、低木林やまばらな植生の斜面。

110
雪庇（せっぴ） 山の尾根からの雪の張り出し

巻きだれ 雪崩予防柵からの雪の張り出し

スノーボール 斜面をころころ落ちてくるボールのような、雪のかたまり

クラック 斜面にひっかき傷が付いたような雪の裂け目　など

ここでは雪害の中から雪崩をピックアップして、避難のポイントを説明します。
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避難所生活に関して

●ゆずり合い

●助け合い

●思いやり

避難所・避難場所での3つのマナー

避難所・避難場所は限られたスペースしかありません。
お互いにゆずり合いましょう。

みんなが快適に過ごせるように、助け合いましょう。

お互いに思いやる気持ちを持って過ごしましょう。

3つの
マナー

思いやり助け合い

ゆずり合い

避難所の基本ルール
1

●住所・氏名・連絡先を申告する

●介助や医療の必要な人は申し出る

●持病のある人は申し出る

●生活面での役割分担をする

●避難所運営委員会で定められたルールを守る

避難所開設後、地域防災リーダーや自主防災組織のメンバーなどが中心となり、避難所運営委員会が
開かれます。避難所では、そこで定められたルールや役割をみんなで守り、協力しましょう。

避難後の行動

避難所生活の心得
2

避難所では、大勢の人と共同生活を送ることになります。プライバシーの確保が難しいなど、
不自由なことがたくさんありますが「お互いに協力し、ゆずり合うこと」が大切です。

●起床、就寝時間を守りましょう

●ゴミはルールに従って分別しましょう

●タバコは定められた場所で吸いましょう

●周りの方への心配りをし、困っている人がいたら
    助けましょう
●病気や怪我をした時は、避難所内の救護所を
   利用しましょう
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●ペットを連れて避難した場合、周りの人へ
　の配慮を怠らないようにしましょう

●水を運ぶためのポリタンクやバケツを
　準備しておきましょう

●規則正しい睡眠や食事などを
   心がけましょう

●食中毒や感染症を防ぎましょう

●高齢者、障がい者、男女のニーズの違いなど
　多様な視点に配慮しましょう

ウイルス・細菌に注意

「水洗トイレが使えない」「水が出ない」とどうしても不衛生になってしまいます。
そのような環境下だと、ウイルスや細菌が手や指を介して口に入り、感染性胃腸炎などの
病気になる可能性が高まります。手洗いと手指消毒で、できる限り衛生的に保ちましょう。

POINT

手首から腕にかけて10cm程度まで忘れずに
洗います。

ウェットティッシュで汚れを拭き
取った後、アルコール消毒液を
使いましょう。

避難所では、自治体や避難所のルールに
従いましょう。

●物資が配給される際は落ち着いて順番を
    待ちましょう
要援護者の分は代わりに届けてあげるなどの
配慮も大切です。

女性専用の物干し場や更衣室、授乳室の設置など、
女性や子育て家庭のニーズへの配慮も必要です。

食事や調理をする時は手洗いや消毒を十分に行い、
配られた食品はできるだけ早く食べましょう。

●トイレの後
●おむつ交換後
●ゴミを取り扱った後
●鼻をかんだ後

●咳やくしゃみの後
●食べ物を食べる前
●怪我の手当てをする前と後 など

手洗いや手指消毒のタイミング

手洗いは流水と石鹸で1分間くらい
時間をかけて、しっかりと行いましょう

手洗い用の水がない場合は、
手指消毒をする
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エコノミークラス症候群は、下肢が十分に伸ばせない状況に長時間いることで起こる病気です。
血行不良により血液が固まりやすくなった結果、血の固まり（血栓）が血管の中を流れ、肺に詰まって
肺塞栓などを誘発する恐れがあります。最悪の場合、死に至ることもあるため、自動車内で寝泊りする
避難者はもちろんのこと、避難所で生活する人にも注意が必要です。以下の方法で予防しましょう。

トイレへ行くことを回避しようと水分摂取を
控えてしまうことが原因の一つです。
十分に水分補給をしましょう。

その場で足踏みをしたり、つま先立ち運動を
数回行うだけでも血流を改善する効果が
あります。

水分補給をする

ふくらはぎの運動をする

3
エコノミークラス症候群について
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コラム

避難所、避難場所の違いとは？

避難所
災害によって住宅を失うなど、被害を受けた人や被害を受ける可能性のある人が、一定の期間
避難生活をする場所のこと。

避難生活、居住をする場所

宿泊・給食等の生活機能を提供できる施設。
（例：小学校や公民館など）

災害時において高齢者や障がい者など、一般の避難所生活において
特別な配慮を必要とする方々を対象に開設される避難所。

避難場所
生命の安全を確保するため、緊急に避難する場所のこと。
土砂災害、洪水、津波、地震等の災害種別ごとに指定されており、災害発生時はその災害に
対応している指定緊急避難場所へ避難します。
（自治体によっては、一時避難場所や広域避難場所として定められています。）

一時的に逃げ込むための場所

一時避難場所

広域避難場所

地震や火災などの災害から一時的に身を守るために避難する場所。
地域の集合場所的な意味もあり、比較的規模の小さなオープン
スペースが多い。
（例：学校のグラウンドや公園など）

地震などにより地域全体が危険になった時に避難する場所。
（例：大規模な公園や、緑地など）

災害時避難所

福祉避難所
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自宅避難

マンション（共同住宅）での避難

・家具の転倒防止をしましょう 家の対策（32ページへ） 

・備蓄品（非常食・水など）の準備をしましょう 備蓄リスト（26ページへ） 

・家具の転倒防止をしましょう 家の対策（32ページへ） 

・備蓄品（非常食・水など）の準備をしましょう 備蓄リスト（26ページへ） 

安否情報や避難情報等を知ることができます。
また、自宅避難している人でも、物資の配給を受けることができます。

災害発生後

事前準備

・日常的に住人の方とのコミュニケーションをとりましょう

・マンション内の自主防災活動へ参加しましょう

災害発生後

事前準備

一般住宅と比較して、マンションは強固で、地震の揺れに強いといえます。
しかし、大規模な災害が発生した場合、建物は無事でもライフラインが
途絶える可能性が高く、復旧までの水や食料の確保、高層階に
居住する人への生活支援などの対策が必要になります。
また、その間の生活を支えるために、管理組合や自主防災組織を中心
とした支え合いの活動が不可欠です。

自宅内の危険性が低く、そのまま居住できる状況であれば、自宅避難を
しましょう。避難所ではプライバシーの確保が難しく、環境の変化に
よって体調を崩す場合もあります。
住み慣れた家で過ごす方がストレスの少ない避難生活を送れるので、
可能な限り自宅避難できる準備を整えておくことが大切です。

自宅やマンションでの避難

居住者同士で助け合いましょう

地域防災拠点（避難所）に行きましょう。

管理組合や自主防災組織に協力しましょう
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まずは自身の安全を確保しましょう

災害情報は、「簡潔に」「分かりやすく」伝えましょう

コミュニケーションをとりましょう

笑顔で接するよう心がけましょう

何でも押し付けず、相手の立場を尊重しましょう

プライバシーを守りましょう

できない支援や無理な約束をしないようにしましょう

医療行為をしてはいけません
（骨折の手当てや止血、要配慮者からの指示に従って援助する服薬は除く）

高齢者や障がいがある方、妊産婦や外国人などは、
大規模な災害が発生した時に被害を受けやすく、
周りの人の支援が必要となります。
こうした要配慮者を災害から守るために、地域で
協力し合いましょう。

災害時要配慮者とは

災害時要配慮者と防災

要配慮者を支援する時の心得
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MILK

哺乳瓶の消毒剤

哺乳瓶

粉ミルク

粉ミルク用の水

離乳食

紙おむつ

おしりふき

抱っこ紐やスリング

お気に入りのおもちゃ、タオル

乳幼児がいる家庭の場合
事前準備

要配慮者自身の心構えと防災対策

災害が起こるとどんな危険があるのか、どう行動したらよいのかを日頃から
考えておきましょう

支援してくれる人がいる場合は、あらかじめ避難方法を話し合っておきましょう

隣近所の方と日頃からコミュニケーションを図り、信頼関係を作っておきましょう

緊急時（火災が迫るなど一刻を争う場合）には、大きな声や音を出して周囲に
知らせましょう

両手が空くように抱っこして避難しましょう。
ベビーカーではがれきで前に進めなくなったり、ベビーカーに座る子どもは地面が近いため
がれきの粉じんを吸ってしまったりと危険です。

避難時は

避難所の備蓄や支援物資は、数に限りがあり、個々の乳幼児に合わせたものではありません。
使い慣れた物を各家庭で用意しておきましょう。

1
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避難生活中

お薬手帳

常備薬

成人用おむつ

入れ歯

杖

介護用品

妊産婦の場合

高齢者の場合

●自分の身体の状態に目を向けましょう

●抱きしめたり、話を聞いたり、そばにいて安心させてあげましょう

●子どもが求めるなら添い寝するなど、安心して眠れるように手助けしましょう

●できるだけ普段と同じようなリズムで生活しましょう

●妊婦は血栓ができやすいため、足を動かし水分を十分にとりましょう

●家族や専門家などに気持ちを聞いてもらいましょう

●適度に体を動かし、睡眠と食事を大切にしましょう

●妊娠中は冷えるとお腹が張ったりする場合があるので、
　できるだけ身体をあたたかくしましょう

避難生活中

日頃から一時集合場所、避難所、避難場所への避難経路、避難にかかる時間を確認しておきましょう。
いざという時に助け合えるように、地域の方とコミュニケーションをとっておくことが大切です。

事前準備

2

3
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もしもの時の準備

いざという時にすぐに持ち出せるよう、防災リュックは原則１人１つを用意しましょう。
重すぎると持ち出しが困難になるため、大人の男性は10kg、女性は6kgを目安に、自分の体調や家族構成に
合わせて必要なものを厳選して入れましょう。

非常用トイレ

ポータブルウォシュレット

トイレットペーパー

歯ブラシ

救急セット

ウェットティッシュ

ボディタオル

マスク

除菌アルコール

シャンプーウェット手袋

携帯洗濯セット

ティッシュ

くし

手鏡

ヘアゴム

生活用品

生理用パンツ

常備薬

お薬手帳

タオル

化粧水、乳液

防災リュック

ヘルメット

下着

肌着

ジャージ上下１セット

防寒着

スリッパ

レインコート

軍手

予備のメガネ

コンタクト

ダイナモラジオライト

エアーマット

アルミブランケット

目かくしポンチョ

ホイッスル

紙コップ

ラップ

紙皿

加熱剤

ビニール袋

ランタン

ウォータータンク

装
備

衛
生

杖
介護用品

ダイナモラジオライト用の
乾電池
モバイルバッテリー

保存水

アルファ米

おかず類（カレーなど）

おやつ類（ようかんなど）

現金（小銭）

健康保険証、運転免許証のコピー

預金通帳、印鑑

権利証

ガムテープ

油性マジック

哺乳瓶の消毒剤

粉ミルク

粉ミルク用の水

離乳食

紙おむつ

おしりふき

抱っこ紐、スリング

お気に入りのおもちゃ、タオル

紙おむつ
入れ歯

メモ帳

哺乳瓶

充
電

食
品

貴
重
品

高
齢
者

筆
記
用
具

乳
幼
児

生
活

照
明

備蓄リスト

非常用持ち出し品（防災リュック）
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GAS GAS GAS

1日3L×最低3日分（できれば1週間分）×人数分

飲料水

入浴で使った水を次の入浴までためておくなどして
保管しておきましょう。

生活用水

1日3食×最低3日分（できれば1週間分）×人数分

非常食

1週間6本程度×人数分

カセットボンベ

1日約5回×1週間分×人数分

携帯トイレ

※年齢や性別によって必要な熱量は異なりますが、1人1日1500kcalが目安です。

※お湯を沸かしたり、調理などに使用します。
※カセットボンベ１本で約６０分使用可能です。

家庭用備蓄の目安
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水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　   9L

給水タンク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       1個

水

食料品
アルファ米やレトルトご飯　　　　　　　　　　　　　　            9食分

缶詰・おかず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      3缶

レトルト食品　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　  　      3食

加熱なしの食品  　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　        3食

栄養補助食品    　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　        3食

野菜ジュース    　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　          3本

菓子類               　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　       1パック

調味料(塩・味噌・醤油・その他)　　　　　　　　　　　　　　　　    適宜

常備薬・市販薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  3日分

処方薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          適宜

救急箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    1箱

薬類

日常備蓄チェックリスト

※大人1人 3日分の最低限必需品
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簡易トイレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        15回分

トイレットペーパー　　　　　　　　　　　　　　　　 　      3ロール

ティッシュ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         1箱

ウエットティッシュ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     1箱

消毒・除菌グッズ　　　　　　　　　　　　　　　　　    　     適宜

マスク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        4枚

ゴミ袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           適宜

使い捨てコンタクト　　　　　　　　　　　　　　　　　       3日分

生理用品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       適宜

衛生品

調理器具
ラップ・アルミホイル　　　　　　　　　　　　　　　　　    各1本

カセットコンロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     1台

カセットボンベ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     2本

缶切り・ナイフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  1個

ビニール手袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        20枚

ポット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     1台

紙皿・紙コップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      5枚

携帯予備バッテリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　      台数分

手回し充電式ラジオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        1台

情報



30

着替え　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ３日分

ショーツ・下着　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ３日分

帽子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   適宜

衣類

日用品
懐中電灯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   1本

乾電池　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    10本

ライター・マッチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   1個

ロープ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   1本

ガムテープ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    1個

軍手　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       1組

使い捨てカイロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      10枚

新聞紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      適宜

高齢者
おかゆなどの柔らかい食事　　　　　　　　　　　　　　　　 9食分

介護食　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　適宜

入れ歯・洗浄剤・容器   　　　　　　　　　　　　　　　　   3錠・1個

老眼鏡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       1本

常備薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1～2週間分

補聴器　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　 １セット

補聴器用乾電池  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     2個

杖・ステッキ　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　  1本
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コラム

ローリングストック法とは、もしもの時のために日頃から
食べている物を買い置きしておき、使ったら使った分
だけ新しく買い足していく方法のことです。

これにより常に消費期限が新しい物を一定量備蓄
しておくことができ、食べ慣れた物を揃えておけます。

ローリングストックとは？

ローリング
ストック

備える

買い足す 消費する

化粧品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    適宜

ヘアゴム・ヘアピン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     適宜

身支度品

乳幼児
液体ミルクや粉ミルク　　　　　　　　　　　　    約20～30食分

離乳食　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          20食分

おむつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  約40～50個

おしりふき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     2パック

タオル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　     5枚

ガーゼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　       10枚

母乳パッド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         適宜

抱っこ紐　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             1個
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地震が発生すると、家の中の身近な家具が凶器となる恐れがあります。
阪神・淡路大震災では、死者の80％以上が家屋の倒壊や家具等の転倒による圧迫死でした。
これらは、日頃から家具の配置に注意し、転倒防止対策を行うことで危険を減らすことができます。
いざという時に大切な命を守るために、家具や家電製品の固定をしておきましょう。

L 型 金具

ポール式器具（突っ張り棒）

マット式（すべり止めシート）

ストッパー式器具

着 脱 式 移 動 防 止 ベ ルト

キャスター受け皿

ガラス飛散防止フィルム

ネジと金具を使い、家具と壁を固定する。

粘着性のゲルマット。移動やすべりを防止。

家具の前下部にくさびを挟み込み、
家具を壁際に傾斜させる。

壁とキャスター付き家具をつなげる。

キャスターの下に置き、動かないように
固定する。

ガラス製の扉や窓に貼っておく。

家具と天井の隙間に設置し固定する。
ネジ止め不要で手軽。

家の対策

家具転倒防止グッズ
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●家具転倒防止グッズ 効果順一覧

高

低

（下向き取り付け）

（上向き取り付け）

L型金具

L型金具

ベルト式

ポール式

ポール式 ポール式

マット式

マット式

ストッパー式

ストッパー式
天井の強度が低い場合は、ポール式
器具との間に厚めの板を挟む。

効果

単独使用 組み合わせて使用
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開き戸・引き出し
飛び出し防止器具を
取り付ける。

落下抑制テープや固定
グッズ、すべり止めシートを
使用する。

本棚・食器棚

テーブル・イス ストーブ キャスター付き家具

ベルト式器具で冷蔵庫の上部と壁を固定する。

冷蔵庫

ストラップ式器具やすべり止めシートなどで
テレビ台に固定する。

テレビ

その他

粘着マットを使用する。
（カーペットを敷いている
場合はすべり止めシート）

火災を防ぐため、ストッパーや
すべり止めシートなどを使用する。

移動時以外はキャスターをロックし、
壁や床に着脱式ベルトで繋げる。
（普段動かさない物は、受け皿や
ポール式器具などを設置して
固定する。）

グッズ使用例
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●身近なグッズを使う

●すぐにできる家具転倒対策

ダンボール箱の底に粘着マット（弱粘性）を付け、天井と家具の間に置く。

天井とダンボール箱の隙間を2cm以内にすることで、
地震の揺れでダンボールが天井にひっかかり、家具の転倒防止に

なります。

窓ガラスの飛散防止のため、飛散防止フィルムを
貼るか、なければカーテンを引いておく。

窓ガラスの
飛散防止

家具は避難の妨げにならないように置く

窓ガラスの前に物を置かない
または家具が倒れても窓ガラスに当たらない方向に置く

寝室には家具を最小限にし、寝ている位置に倒れてこないように置く

倒れやすい物、割れやすい物は家具の上に置かない

タンスや棚に収納する時は、上に軽い物、下に重い物を入れる
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災害用伝言ダイヤル
「171」

災害用伝言板 災害用伝言板
「web171」

「171」をダイヤル 「web171」で検索
各社公式メニューや
専用アプリから

すべての電話番号

登録できる番号

※被災地エリアのみ

１～２０件

登録件数

※被災規模によって変わる

３０秒/件

録音時間

サービス終了時まで

保存期間

通知

携帯の電話番号

登録できる番号

※NTTドコモ、auは被災地エリアからのみ登録可能

１０件

登録件数

※ソフトバンクは80件

100字/件

登録文字数

サービス終了時まで

保存期間

通知

※事前設定が必要です ※利用者登録が必要です
メール

すべての電話番号

登録できる番号

※携帯、PHS、IP電話の番号でも登録可能

2０件

登録件数

※携帯各社伝言板の伝言も一括検索可能

100字/件

登録文字数

最大6ヶ月

保存期間

通知

メール or 電話

各種災害用伝言サービスは、毎月1日・15日、お正月、防災週間などに
体験利用ができます。使い方をあらかじめ確認しておきましょう。

非常時の連絡方法

[記録方法：音声] [記録方法：文字] [記録方法：文字]
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音声メッセージを録音・再生し、安否の確認を行うことができます。
固定電話・携帯電話・IP電話など、基本的にすべての電話番号で利用可能です。
※ただし、録音は被災地エリアからの利用に限ります。
　固定電話番号は必ず市外局番からダイヤルしてください。

1.災害用伝言ダイヤル
    「171」

171

STEP 1 STEP 2

STEP 3 STEP 4

「171」に電話をかける。 録音…①（暗証番号を利用する録音は③）を押す。
再生…②（暗証番号を利用する再生は④）を押す。

録音…「自分の電話番号」を押す。
再生…「相手の電話番号」を押す。

音声ガイダンスに従って、録音・再生をする。

171 ①

②

録音

再生

録音

再生

自分の
電話番号

相手の
電話番号

無事です

無事です
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文字メッセージを登録・確認することで、安否の確認を行うことができます。
携帯電話の通信キャリア各社が提供しているため、携帯の電話番号でのみ利用可能です。また、あらかじめ
伝言を伝えたい人を設定しておくことで、伝言を登録した際に設定した通知先へメールで通知できます。
※メール通知先は、基本的に最大5件まで登録可能です。ただし、お使いの通信キャリアのサービスにより
　最大件数は異なります。

２.災害用伝言板

STEP 1 STEP 2

STEP 3 STEP 4

各通信キャリアホームページのトップ画面や
専用アプリから「災害用伝言板」にアクセスする。

登録…「登録」を押して完了する。
確認…登録済の伝言を閲覧する。

登録

無事です
自宅にいます

相手の電話番号を
入力する

アプリから

ホームページ
から

登録…「登録」を選択する。
確認…「確認」を選択する。

登録…「状態」を選択し、コメントを入力する。
確認…「相手の携帯番号」を入力する。

登録

登録

確認

登録

確認

無事です

スマートフォンの場合、機種によっては専用アプリからのみアクセスできるように
なっているため、注意が必要です。あらかじめアプリをダウンロードしておきましょう。

※状態（複数選択可）「無事です」「被害があります」「自宅に居ます」
「避難所に居ます」など  ※コメント（全角100文字以内、半角200文字以内）
※登録時、電話番号は自動的に登録されるため入力不要
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文字メッセージを登録・確認することで、安否の確認を行うことができます。
固定電話（被災地域以外も含む）・携帯電話・IP電話など全ての電話番号で利用可能です。また、あらかじめ
伝言を伝えたい人を設定しておくことで、伝言を登録した際に、設定した通知先へメールもしくは電話（音声）で
通知できます。
※メール通知先は最大10件まで、音声通知先は最大1件まで登録可能です。

STEP 1 STEP 2

STEP 3 STEP 4

インターネットから「web171」
(https://www.web171.jp/)にアクセスする。

確認…返信の伝言を入力する場合は、
必要事項を記載し、「登録」を押す。

web
171

登録…伝言を登録したい電話番号を入力する。
確認…伝言を確認したい電話番号を入力する。

登録…名前、安否、伝言を入力して、「登録」を押す。
確認…「確認」を押して、登録済みの伝言を閲覧する。
※安否（複数選択可）「無事です」「被害があります」
「自宅に居ます」「避難所に居ます」など
※コメント（全角100文字以内）

登録

確認

3.災害用伝言板
   「web 171」

171

電話番号入力

○○です
無事です 私も

無事です
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LINEのトークでは、1対1の個別連絡の他、複数人同時に連絡可能な「グループ」を作成できます。
家族や友達、同級生やご近所さんなどのLINEグループをあらかじめ作成しておくと、いざという時に便利です。

L INEグループの作成方法

①[ホーム]＞[友だち追加]＞[グループ作成]をタップ

②グループに追加したいメンバーを選択

③グループ名を入力し、[作成]をタップ

※写真はiPhoneの場合です。

➀グループ作成 ➁メンバー選択 ➂グループ作成

1.緊急連絡網を作成する

災害時には電話回線が混み合い、連絡をとることが難しくなる可能性があります。
LINEでは、インターネット回線を使って電話やチャットを利用することができ、もしもの時に役立ちます。
※詳細はLINEの使い方やヘルプをご確認ください。
※LINEの仕様が変更になる場合があります。

緊急時に役立つLINEの使い方
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また、匿名でグループトークに参加できる「オープンチャット」は、LINEで友だちになっていなくても利用でき、
同じ地域やマンションに住む住民同士の災害情報共有に役立ちます。

①[ホーム]＞[オープンチャット]＞[オープンチャットを作成]をタップ

②利用ポリシーを確認・同意する ※最初のみ確認が必要です

③オープンチャットの名称を設定し、[検索を許可]をオンにする

④管理者(自分)のニックネームを設定する

オープンチャットの作成方法

➀ホームより選択

➂名称設定

➀作成

➂検索を許可 ➃ニックネーム設定

➁同意
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公開設定を全公開にしていると、URLやQRコードさえ知っていれば誰でも入ることができてしまいます。

心配な場合は、入室時のパスワードを設定したり、承認型にすることで管理者は参加者の限定が可能です。

①[オープンチャットの設定画面]
　＞[招待]をタップ

②QRコードやリンクをコピーし、
　必要に応じて掲示や配布をする

QRコードや招待URLを配布する方法

①設定＞招待 ②リンクをシェア

①[オープンチャットの設定画面]
　＞[その他]をタップ

②[公開設定]＞[参加コードの入力]
　もしくは[参加の承認]をタップし、
　パスコードもしくは質問を入力する

オープンチャットの公開設定を変更する

①設定＞その他 ②公開設定
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管理者が設定した質問に答え、管理者が

承認したら入室ができます

管理者が設定した固定のパスワードが

合えば、即時入室ができます

パスコード型 参加の承認型

貴重品の置き場所や避難時の集合場所、被害状況を共有する時などは、言葉よりも写真を送るほうが伝わり
やすくなります。写真は一定時間で保存期間が終了しますが、「Keep」に保存するといつでも見返すことができます。

2.写真で場所や状況を共有する

①保存したいファイルを長押しし、
　「Keep」をタップ

②ファイルが選択されていることを
　確認し、保存

①長押し＞Keep ②選択＞保存

Keepに保存する方法

ホームタブの自分のアイコン右に
ある「Keep」をタップ

Keepを確認する方法

Keepをタップ
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LINEには、位置情報を送信する機能があります。スマートフォンのGPS機能をオンにしていれば、
自分の居場所を表示してそのままトークに送ることができます。
トークやノート、タイムラインに位置情報を送り、自分が今いる場所や集合場所などを正確に伝えましょう。
スマートフォンのバッテリーを長持ちさせるために、位置情報の送信時以外はGPS機能をオフにしておきましょう。

3.自分の位置情報を共有する

4.重要なメッセージを固定表示させる

①トーク画面の「＋」をタップ
　＞「位置情報」をタップ

②ピンの位置が正確かを確認して送信

➀「＋」をタップ ➁ピンの位置確認

LINEのトークには、指定したメッセージをトーク画面の上部に固定表示させるアナウンス機能があります。
集合時間や待ち合わせ場所など、見返すことの多いメッセージは、アナウンス機能を活用しましょう。

①トーク画面より、アナウンスしたい     　   
   メッセージを長押し＞「アナウンス」　
   を選択

②選択したメッセージがトークの
　上部に表示されます

➀長押し＞アナウンス ➁上部に表示される
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5.「ノート」に大切な情報を保存する
大切な情報は 「ノート」に保存し、いつでもすぐに見返せるようにしておきましょう。
グループ全員に呼びかけ、返信が欲しい場合、トークに投稿するとメンバーの返事で画面が埋まってしま
うため、ノートを利用すると便利です。
ノートのコメントは、そのノー トにアクセスすると、まとめて確認することができます。

避難場所や集合場所

緊急連絡先

緊急時の対応

自分や家族の電話番号や血液型など（家族や親戚グループの場合）

ノートに書き留めることの例

①友だち一覧画面からグループを選択、「ノート」を開く

②メモしておきたいことを保存する。（文章・画像・動画・リンク・位置情報など）

③保存した情報は、いつでも見返すことができます

ノートの作成・確認方法

➀ノートを開く ➁ノートを作成 ➁情報を保存 ➂いつでも見られる
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6.「ステータスメッセージ」で安否を知らせる
「ステータスメッセージ」は、友だち一覧のページで自分の名前の下に表示されます。
緊急時に「私は無事です」など入力することで、LINEで友だちになっている人に自分の状況を伝えることができます。

7.「LINE災害連絡サービス」で安否を知らせる
「LINE災害連絡サービス」では、LINEで繋がっている人へ自分の状況を知らせることができます。大規模災害などが
発生すると、自動的にLINEユーザーへ通知が届きます。「①被害があります」「②無事です」 「③災害地域にいません」 
の3つから当てはまるものを選択すると、LINEのタイムラインに自分の状況が投稿されます。

①[ホーム]＞[設定]＞[プロフィール]の順にタップ
②[ステータスメッセージ]をタップ
③ステータスメッセージを入力後、[保存]をタップ
④反映されているステータスメッセージを確認する

ステータスメッセージの設定方法

➀ホーム＞設定 ➀プロフィール ➁ステータスメッセージ ➂入力後、保存

①メッセージの中から自分の状況を選択
②自分のタイムラインに投稿されます　
（位置情報をつけることもできます）

➀状況選択 ➁投稿
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「00000J
APAN」を活用しよう

「00000JAPAN（ファイブゼロジャパン）」とは、大規模災害時に誰でも無料で

通信事業者各社のWi-Fiを利用できるようになるサービスのことです。これに

より、自分が契約していない通信会社のWi-Fiも無料で利用できます。

利用の際に登録やID・パスワードの入力は不要で、災害時に端末のWi-Fi設定を

オンにし、「00000JAPAN」を選択するだけで簡単に接続可能です。駅や空港

などの交通施設や公共施設などで利用できるので、あらかじめお近くのWi-Fi

スポットを確認しておくことをおすすめします。

「00000JAPAN」は、大規模災害や深刻な災害等の緊急時に、被災地で誰でも
使えるという利便性を確保するため、通信の暗号化等セキュリティへの対応は行って
いません。そのため、盗み見や改ざんなどのリスクがあるということを知っておきましょう。
対策としては、「00000JAPAN」の利用は、緊急時の安否確認や情報収集に留めること、
ID・パスワードや個人情報の入力・お金が関係するサービスの利用は極力避けることです。
やむを得ずIDやパスワード等個人情報の入力、金融系のサービス等他の用途で
利用する場合は、VPNなど自らセキュリティ対策を行っていただくのが賢明です。

docomo
https://dwifi.mapion.co.jp/b/d_wifi/

Softbank
https://www.softbank.jp/mobile/network/wifispot/search/

au
http://300.wi2.co.jp/area/2/au_area/

注意点
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応急手当の方法
応急手当をする時には、血液に直接触れないことが大切です。
手当を行う際はビニール手袋が必須ですが、災害時などで手に入りにくい時は、ビニール袋や水を
通さない衣類などで代用しましょう。

直接圧迫止血

出血している傷口をガーゼやハンカチなどで

強く抑えるか、包帯や布をきつめに巻いて

止血します。

関節圧迫止血
傷口より心臓に近い動脈（止血点）を
手や指で圧迫し、血液の流れを止めて
止血します。

止血

●ガーゼやハンカチがある場合 ●ガーゼやハンカチがない場合

関節圧迫止血はガーゼやハンカチなどを
準備するまでの間や、直接圧迫止血を
すぐに行えない時の応急に行います。

この方法が最も基本的な止血方法です。
多くの場合、この方法で止血できます。
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やけど
流水か、水で濡らしたタオルやガーゼを
使って冷やしましょう。タオルが温まったら、
何度も水で濡らして冷やすことが大切です。
水腫れができても潰さず、何も塗っては
いけません。

骨折
骨折が疑われる場合は、骨折部に添え木を
当てて、痛くない位置で固定しましょう。
緊急時は、添え木の代わりに棒や傘、
ダンボール、雑誌など、吊り布の代わりに
ストッキングやスカーフを使用することも
できます。

ねんざ
患部を冷やすことで腫れや痛みを軽減
することができます。
足のねんざは靴が添え木代わりになるので、
靴のまま三角巾やハンカチで固定しましょう。

その他
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八つ折りたたみ三角巾を1枚準備する。
三角巾の中心を背中に斜めに当てる。

胸を張るイメージで両肩を静かに後ろに
反らせて、背中で両端を結び固定する。

反対側の三角巾は、
脇の下から肩を巻き背中側に回す。

三角巾の片側を手に取り、肩関節を
押さえながら、身体の前から脇の下を
通して背中側に回す。

STEP 1

鎖骨（さこつ）固定の
手順動画はコチラ

STEP 2

STEP 3

STEP 4

八つ折りたたみ三角巾

鎖骨（さこつ）固定

損傷部位を固定し痛みを軽減させ、悪化を防止するために行います。

●三角巾での固定方法
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全巾を1枚準備する。骨折している方と反対側の
肩に全巾の一端をかけ、三角巾の底辺になる部分
（基底部）が体と平行になるようにする。
骨折している方の肘で三角巾を挟み、腕は自然に
胸あたりにおく。

下に垂れ下がっている端で腕を包み、
骨折している方の肩にかける。

肘の部分にある全巾の頂点は、
とめ結びで結んで、内側に入れ込む。

八つ折りたたみ三角巾を１枚準備し、
肘に近い上腕部分と身体を固定する。

三角巾の両端を肩の後ろで結ぶ。

提肘（ていちゅう）固定の
手順動画はコチラ

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

指先は、血液の循環を確認するため覆わずに
少し出しておくようにします。

１５ｃｍ位

とめ結び 結び方

全巾

折りたたまず、1枚に広げた
状態の三角巾のこと

提肘（ていちゅう）固定



52

転がすように、身体の先の方から巻いていきます。きつく巻くと血流障害の原因となるため、
圧力が均一になるようにします。また、巻き終わりは、包帯の端のほつれや反り返りを防ぐため、
折り返してからテープ止めをしましょう。

環行帯（かんこうたい）

包帯の巻き方
手順動画はコチラ

同じ場所に包帯を重ねて巻く方法です。
主にズレを予防するため、他の巻き方の巻き始めと巻き終わりに使うことが多いです。

STEP 1 STEP 2

STEP 3 STEP 4

斜めに巻き始める 真横にひと巻きする

三角の部分を折り返す 同じ場所に重ねて巻く

●包帯の巻き方
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麦穂帯（ばくすいたい）

包帯を8の字に交差させながら巻いていく方法です。
手関節や足関節、肩関節など屈曲しているところに用いられることが多いです。

STEP 1 STEP 2

STEP 3 STEP 4

環行帯で巻き始める 8の字を交差させながら巻く

同じ角度、同じ間隔になるよう巻き続ける 巻き終わりは環行帯をして、折り返して
テープで止める
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防災豆知識

排水管に損傷がないかをチェックする

便器の下部や配管から水が漏れているか

床下や天井裏から水が垂れる音がするか

汚水の臭いがするか

当てはまらない場合

当てはまる場合、不明な場合

排水管に損傷がない

排水管に損傷がある、よく分からない

① へ 

② へ

停電や断水をしていても、排水管に損傷がなく問題なく排水できる場合は、トイレを使うことができます。

① トイレに水を流して使う

水洗トイレの洗浄方法

用意する物：バケツ1杯の水（5～8リットル）/新聞紙やぞうきん（あればゴム手袋やエプロンなど）

トイレの周りに新聞紙や
ぞうきんを敷く（ゴム
手袋、エプロンなどを
着ける）

１ 2 3 4 5

便器の蓋を開け、
便座をあげる

UP

バケツを両手で持ち、
便器の中心目掛けて
一気に流し込む

さらに3～4リットル
ほどの水を便器に注ぐ
（匂いの逆流を防ぐ）

3～4リットル

プラグはコンセント
から抜いておく

2秒ぐらいで流し込む
つもりで 勢いを付ける

2～3回に一度は、バケツ2杯分の水を流し、配管の詰まりを防ぎましょう。

災害時のトイレ利用について

POINT
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排水管に少しでも異常がある場合や状態がよくわからない場合は、水を流さず携帯トイレ（簡易トイレ）を使いましょう。

② 携帯トイレ（簡易トイレ）を使う

携帯トイレの使い方

簡易トイレを自作する方法

水洗トイレ使用の注意点

トイレの機種によって洗浄方法や、必要な水の量は変わってきます。
詳しくはメーカーに問い合わせるか、ホームページで確認しましょう。

タンクがついている水洗トイレの場合、タンク内に電子部品が入っている場合があります。
タンクの中に水を入れると故障する可能性があるため、水を足さないように注意しましょう。
リモコンで洗浄を行う機種の場合、断水はなく、停電だけの時は、手動で水を流すことができます。

便器にポリ袋を被せた
後、その上から携帯トイレ
を設置する

１ 2 3 4

携帯トイレだけを取り
出し、空気を抜いて
口を強くしばる

蓋付きのゴミバケツ
など密閉できる容器
で収集まで保管する

用を足し、汚物を固める

大型バケツや段ボール箱
の内側に、ポリ袋を二重に
かぶせる

１ 2 3

用を足したら、内側のゴミ袋
だけを取り出し、空気を
抜いて口を強くしばる

4

市町村のゴミ収集方法に
従って処理する

新聞紙を細かく砕いて
入れる（オムツやペット
シーツなどでも代用可）

5

市町村のゴミ収集方法
に従って処理する●吸収シートタイプ

●粉末状・錠剤の凝固剤の
    タイプ

凝固シートで固める

用を足す前もしくは後に
振りかける
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レジ袋でおむつの作り方

Tシャツで生理用品の作り方

簡単ランタンの作り方

ポリ袋で ペットボトル２本で

もち手の上の部分と
両脇を切る

１ 2 3 4 5

吸水力のあるタオルや
布をあてる

折り返す（袋が大きい
場合は、折り返して調整）

もち手部分を結ぶ縦に広げる

長袖Tシャツなどの両袖を、袖口から
20センチほどのところで切る

１ 2 3

（できれば防水加工の）ガムテープを
袖口に通し、下着に貼り付ける

タオルやティッシュなどを切り離した
袖口の中に入れる

１

2

白いポリ袋を懐中電灯に被せる

ポリ袋の持ち手部分を懐中電灯に結び付ける

１

2

空のペットボトルを懐中電灯より5cmほど高い位置で
切り、切り口に1～2cmの切り込みを4箇所入れる

ペットボトルに懐中電灯を立てて入れ、水を入れた
別のペットボトルを上から重ねる

5cm

もしもの時に役立つ知恵・工夫
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乾電池の大きさを変える方法

簡単ベッドの作り方

床にブルーシートを敷く

段ボール・発砲スチロールを
重ねる

新聞紙は掛け
布団代わりに使う

冬は特にフローリングの床が冷たくなります。
段ボールや毛布を床に敷いて直接体が冷気を感じないようにしましょう。

注意点
アルミホイル部分は、通電中かなり熱くなるので注意する。
異なる種類の電池を混ぜて使うと、液漏れや破損の恐れがあるので、絶対にしない。

単三電池　 単二 単三電池　 単一

１

2

3

タオルやハンカチなどの布を用意し、単三電池の
高さに合わせて切る

直径が2.6cmになったらセロハンテープで止める

切った布を単三電池に巻き付ける

１

2

3

タオルやハンカチなどの布を用意し、単三電池の
高さに合わせて切る

直径が3.4cmになったらセロハンテープで止める

4 丸めたアルミホイルで高さを調整する
（アルミホイルは、電池と接する部分を平らに整える）

切った布を単三電池に巻き付ける

※アルミホイル以外にも、通電する物なら何でも代用可能です。
例：1円玉7枚もしくは10円玉7枚をセロハンテープで固定した物など。ただし、1円玉と10円玉は一緒に合わせて
使ってはいけません。
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節水
食器（お皿など）に巻いたり、
調理の際のまな板の上に
敷くと洗い物いらず

防臭 生ゴミやおむつを密閉して
包むと、匂い対策に

包む

衛生
手袋の代わりに

防水
貴重品やスマートフォン
などの保護に

防寒
タオルをラップで覆い、
体に巻いて寒さ対策に

その他 その他
使用済のラップは、丸めて
スポンジの代わりに

必要な長さに切ってねじり、
紐の代わりに

応急
処置 包帯の代わりに

ラップの活用方法
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１ 端にテープ止めの
処理をしておく

2 適当なところで小さな
ループ(輪）を作る

3 端をループに通す

4 本体の下側に回す 5 もう一度ループに通す 6 本体を引き締めて完成

もやい結び

解けにくく、大きな荷重にも耐えられます。

ロープの結び方
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結び目が解けたり回ったりしやすいですが、簡単な結び方です。

2 右手側のロープが
上になるように
交差させる

3 交差した部分を押さえ
ながら、１つ目の輪の
下に巻きつける

４ 巻いたロープの先端
を、交差した部分の下
に通す

５ 両端を引っ張って完成

1 ポールに回す

巻結び
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ロープ同士をつなぎ合わせる時の基本的な結び方です。

１ AのロープをBのロープの上に重ねて
巻き付ける

2 Bの端をAの端の下にくぐらせる

3 くぐらせたBの端をAの上から巻き付ける 4 A、Bを強く引っ張る

5 結び目が締まったら完成

本結び

A B

B

A

AB

B A

B A
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家族会議で決めること

ハザードマップを確認する

集合場所・避難場所を決める

集合場所 （　　　　　　　　　　  ）

避難場所 （　　　　　　　　　　  ）

行き先のメモを残す場所・方法を決める

場所 （　　　　　　  　　　　　　　　　　）

方法 （　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

職場や学校（子どもの預かり施設）などの
連絡先を確認する

電話以外の連絡手段
（SNS、災害用伝言サービスなど）を決める

❶
❷
❸

場所 連絡先
（　　　　　　　　）

（　　　　　　　　）

家族一人一人の役割を決める

（　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　）

連絡の取り次ぎ先を決める
（遠方の親戚、知人など）

火を消す、ガスの元栓を閉める、ラジオやテレビで情報を確認するなど

❶
❷
❸

名前 役割 役割 役割

記入シート
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コラム

災害の場所と被害頻度を予測し、その災害の範囲をマップ上で表した地図のこと。

ハザードマップとは？

どこで見られる？

ハザードマップの見方

●お住まいの市区町村役場の窓口

●お住まいの市区町村のホームページ

●ハザードマップポータルサイト

市区町村のホームページで公開されているハザードマップは、地域ごとに細かく
分けられていることも多いので、自宅周辺のハザードマップを入手したい時に便利です。

自宅や会社・学校などよく立ち寄る場所の周辺で、被害の恐れがあるエリアはないか事前に
確認しておきましょう。危険エリアを事前に把握しておくと、避難時の判断に役立ちます。

被害の恐れがあるエリアを把握する

避難経路や避難場所を把握する

崖崩れや道路の冠水などが起こる危険
エリアが近くにある場合は、災害によって
避難経路を絶たれてしまう可能性が
あります。より安全な避難をするために、
避難経路は複数確保しておきましょう。

●▲市ハザードマップ

https://disaportal.gsi.go.jp/ など
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メモ（memo）



防災
マニュアル

DISASTER PREVENTION


