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特別警報について 「特別警報」が発表されたら、ただちに命を守る行動をとってください。

特 別 警 報

特別警報が発表されたら
●尋常でない大雨や津波等が予想されています。
●重大な災害が起こる可能性が非常に高まっています。
●ただちに身を守るために最善を尽くしてください。

台風や集中豪雨により数十年に一度の降水量となる大雨が予想され、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の
温帯低気圧により大雨になると予想される場合

数十年に一度の強度の台風や
同程度の温帯低気圧により

数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合

数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合

高いところで3メートルを超える津波が予想される場合（大津波警報を特別警報に位置づける）

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合（噴火警報（噴火警戒レベル4以上）及び噴火警報（居住地域）を特別警報に位置づける）

震度6弱以上の大きさの地震動が予想される場合（緊急地震速報（震度6弱以上）を特別警報に位置づける）

暴風が吹くと予想される場合

高潮になると予想される場合

高波になると予想される場合

特別警報の発表基準
基　準

災害時情報伝達経路

情報伝達経路 町から発令される防災情報
「警戒レベル」を用いて避難勧告や避難指示（緊急）などの避難情報を発令します。「土砂災
害警戒区域等」や「浸水想定区域」などにお住まいの方は、警戒レベル4（避難勧告）または警
戒レベル3（避難準備・高齢者等避難開始）が発令された場合は、避難行動をとりましょう。
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警戒レベル

町が発令

5
災害発生情報
既に災害が発生しています。
命を守るための最善の行動をとりましょう。

警戒レベル

町が発令

3
避難準備・高齢者等避難開始
避難に時間を要する人（ご高齢の方、障がいのある方、
乳幼児等）とその支援者は避難をしましょう。
その他の人は、避難の準備を整えましょう

警戒レベル

気象庁が発表
2 大雨注意報・洪水注意報

避難に備え、ハザードマップ等により、自らの避難行動を
確認しましょう。

警戒レベル

気象庁が発表
1 早期注意情報（警報等の可能性）

今後、大雨警報などが発表される可能性があります。
災害への心構えを高めましょう。

警戒レベル

町が発令

4
避難勧告・避難指示（緊急）
速やかに避難しましょう。避難先までの移動が危険と
思われる場合は、近くの安全な場所への避難や、
自宅内のより安全な場所に避難しましょう。

住　　　民

白子町

長生郡市広域市町村圏組合消防本部

茂原警察署
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現象の種類

暴　風

高　潮

波　浪

暴風雪

大　雪

津　波

火山噴火

地震（地震動）

警戒レベル 避難情報など／避難行動（とるべき行動）

避難に関する情報避難に関する情報
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周囲の状況に応じてあわてずに身の安全を確保し、避難行動をとりましょう。

地震の揺れを感じたら！
●強い地震だけではなく、
　弱い地震であっても。
●長時間の地震を感じたときも。

津波注意報・警報がでたら！ ただちに避難！

危険を感じた場合は、
町からの避難情報を待たずに

避難して下さい！

危険を感じた場合は、
町からの避難情報を待たずに

避難して下さい！

危険を感じた場合は、
町からの避難情報を待たずに

避難して下さい！

正しい情報の入手 必要があれば
ただちに避難！

安
全
な
場
所
へ

（テレビ・ラジオ・
  防災行政無線など）

●
指
定
の
緊
急
避
難
場
所
へ

●
海
岸
に
い
る
人
は
、

　近
く
の
高
い
と
こ
ろ
へ

津波からの避難

避難時の注意事項

自動車の利用はやめて
徒歩や自転車などで移動しましょう。

近くに高台がないときは
堅牢な高い建物に避難しましょう。

※津波は2度、3度とやってきます。
また、1度目より大きな津波が来ることも
ありますので波が引いたからといって
海岸付近に戻ってはいけません。

すみやかに高台に避難し、
津波情報をよく確認しましょう。

湾外退避できない小型船は
高いところに引き上げて固縛を！
ただし時間に余裕があるときに！

地震を感じなくても、
津波注意報・警報が出されたら
ただちに高台に避難！
船は湾外へ退避！

津波注意報でも、
海水浴や磯釣りは危険！
ただちに避難

強い地震、また弱い地震でも
長い時間ゆっくりとした揺れの場合は、
ただちに安全な場所へ避難！
船は湾外へ退避！

津波はくりかえしやってくる。
警報、注意報が解除されるまで
気をゆるめない！

ラジオ、テレビ、
防災無線などから
新しい情報を！

海底で地震が起きると、海底の地形が急に変わり、海水が大きく押し上げられたり沈み込んだりするため、津波が起きることがあります。
この波の高さは水深が浅くなるにつれて増し、湾内に入るとさらに高くなります。
ときには数十ｍにもなり、大きな被害をもたらすこともありますので早めの避難が不可欠です。
なお、津波は日本近海の地震のみでなく、遠方の国で発生した地震や火山島の噴火によっても引き起こされます。

津波から命を守るためには、
 「強い揺れ、弱くてもゆっくりとした長い揺れを感じたら」・・・すぐに避難！！
  「揺れが無くても津波警報を見聞きしたら」・・・すぐに避難！！

●高い津波が来る前は、津波の高さを「観測中」として発表します。
●沖合で観測された津波の情報をいち早く伝えます。

「津波の高さ」は津波がない場合の
海面からの高さです。
津波が陸上で崖などを駆け上った高さは、
津波の高さの何倍にも達することがあります。

津波警報の発表後

沖合や沿岸の観測点で観測した
津波の高さや到達時刻を発表します。

巨大

高い津波警報

津波注意報

大津波警報

津波警報

津波注意報

大津波警報

津波による災害の発生が
予想される場合には・・・

地震発生後
約３分で

●大津波警報
●津波警報
●津波注意報

を発表します。

その後
●予想される津波の高さ
●津波の到達予想時刻

等の情報を発表します。

マグニチュード8を超えるような
巨大地震の場合

予想される津波の高さを「巨大」、「高い」と言う
言葉を使い、非常事態であることを伝えます。

巨大地震の場合は、正しい地震の規模を
すぐには把握できないため、
その海域における最大級の津波を想定して、 
大津波警報や津波警報を発表します。
これにより、津波の高さを小さく予想することを防ぎます。

「巨大」という言葉を見たり聞いたり
したら、東日本大震災クラスの津波が
来ると思って、ただちにより高い場所に
避難しましょう！

正確な地震の規模が分かった場合

予想される津波の高さを、
1m、3m、5m、10m、10m超の５段階で発表します。

発表される津波の高さ

数値での発表
（津波の高さの予想区分）

巨大地震の
場合の区分

10ｍ超

10ｍ

5ｍ

3ｍ

1ｍ

（10m＜予想高さ）

（5m＜予想高さ≦10m）

（3m＜予想高さ≦5m）

（1m＜予想高さ≦3m）

（20cm≦予想高さ≦1m）（表記しない）

とるべき行動 想定される被害

沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難
ビルなど安全な場所へ避難してください。
津波は繰り返し襲ってくるので、津波警報が解除
されるまで安全な場所から離れないでください。

ここなら安心と思わず、
より高い場所を目指して避難して下さい！

ここなら安心と思わず、
より高い場所を目指して避難して下さい！

ここなら安心と思わず、
より高い場所を目指して避難して下さい！

海の中にいる人は、ただちに海から上がって、海岸
から離れてください。津波注意報が解除されるまで
海に入ったり海岸に近付いたりしないでください。

木造家屋が全壊・流失し、人は
津波による流れに巻き込まれる。

標高の低いところでは津波が襲い、
浸水被害が発生する。人は津波に
よる流れに巻き込まれる。

海の中では人は速い流れに巻き
込まれる。養殖いかだが流失し
小型船舶が転覆する。　

※津波警報等の発表時には、各区分の高い方の値を、予想される津波の高さとして発表します。

（※気象庁ホームページより大部分を抜粋）

津波警報・注意報

津波警報・注意報の分類と、とるべき行動

津波に関する情報

津 波 対 策津 波 対 策
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外水氾濫 内水氾濫

その場所に降った雨水や、周りから流れ込んできた水が
はけきれず溜まって起きる洪水。
的確なタイミングで警報や避難勧告を出すのが難しいため、
注意が必要。

雨量の増加によってもたらされる氾濫には、川から水があふれたり堤防が決壊して起こる「外水氾濫」と、
街中の排水が間に合わず、道路が冠水したり地下水路などからあふれ出す「内水氾濫」の2タイプがあります。

大雨の水が川に集まり、川の水かさが増し堤防を超える、
あるいは堤防を決壊させて川の水が外にあふれておきる洪水。
氾濫が起きると一気に水かさが増しますので、
最大の注意が必要。

氾 濫 等

ふだんから気象情報に十分注意し、
　　避難の際もみんなで協力しましょう。

水害時の心得

被害の軽減

扉の下の隙間から汚水が入ってくる
ので、「土のう」や板などで前面を囲
み、タオルで隙間をふさぎます。ま
た、ポリタンクなど軽い物は事前に
屋内に移しましょう。

避難の呼びかけに注意を

危険が迫った時には、防災行政無線
や広報車などから避難の呼びかけを
することがあります。
呼びかけがあった場合には速やかに
避難しましょう。

避難の前に確認を

避難する時は、電気のブレーカーを
落とし、ガスの元栓を閉め、床下の
通気口などをふさぎ、戸締りを確認
しましょう。

避難は徒歩で

車での避難は、歩行者・緊急車両の
妨げになります。
また、浸水すると動かなくなるので
使わないようにしましょう。

危険なところに近寄らない

切れた電線のそばなど、危険な場所
に近寄らないようにしましょう。ま
た、氾濫水には汚水が混ざっている
ので、子供などがさわらないように
気をつけましょう。

動きやすい格好で

動きやすい服装で、軍手をはめ、ヘ
ルメットをかぶり、はき物は水に浸か
っても歩きやすいものを選びましょ
う。レインコートは上下が分かれて
いるタイプがよいでしょう。

水面下は危険です。二人以上で避難を

浸水した場所を歩く時は、長い棒を
杖がわりにして、マンホールや側溝
がないか水面下の安全を確認し、2
人以上での行動を心がけましょう。

歩ける深さ男性約70cm、女性約50cm

洪水の場合、歩ける深さは男性で約
70cm、女性で約 50cm まで。それ
以上になったら高い場所で救助を待
ちましょう。

まずは、
確実な情報が大事！
その次に迅速な対応！

大雨注意報・
警報・特別警報
の発表基準

大雨によって災害が起こるおそれがあると予想される場合。

大雨によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合。

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想
され、若しくは数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧
により大雨になると予想される場合。

左記に併せて、洪水注意報・洪水警報が発令されます。
気象庁にて、地震により、地盤の緩みを考慮し、
揺れの大きかった市町村については、
大雨警報・注意報の発表基準（土壌雨量指数基準）を
暫定的に引き下げて運用する場合があります。

10以上～15未満

風に向かって歩きにくくなる。
傘がさせない。

15以上～20未満

風に向かって歩けない。
転倒する人もいる。

20以上～25未満 25以上～

しっかりと身体を確保しないと
転倒する。風で飛ばされた物で
窓ガラスが割れる。

立っていられない。
屋外での行動は危険。
樹木が根こそぎ倒れはじめる。

日本には毎年多数の台風が接近あるいは上陸し、たびたび大きな被害をもたらします。
台風の接近が予想される際は、台風情報に十分注意し、被害のないように備えることが必要です。

台風の大きさと強さの目安
大きさ 風速15m/s以上の半径

大型（大きい） 500km以上800km未満

超大型（非常に大きい） 800km以上

強さ 最大風速

強い 33m/s以上44m/s未満

非常に強い 44m/s以上54m/s未満

猛烈な 54m/s以上

こんなときのわが家の安全対策。

大雨注意報

大雨警報

大雨特別警報

大雨情報キャッチ

風の強さと吹き方 平均風速：m/秒

台　風

雨の強さと降り方 （1時間雨量：mm）

風の強さと吹き方 （平均風速：m/秒）

地面一面に水たまりができ、
話声が聞き取りにくくなりま
す。長雨になりそうなら警戒
が必要です。

10～20の雨

風に向かって歩きにくくなる。傘
がさせない。

10以上～15未満

風に向かって歩けない。転倒する
人もいる。

15以上～20未満

しっかりと身体を確保しないと転
倒する。風で飛ばされた物で窓
ガラスが割れる。

20以上～25未満

立っていられない。屋外での行
動は危険。樹木が根こそぎ倒れ
はじめる。

25以上～

土砂降りの雨。傘をさして
いても濡れてしまうほどの雨
です。テレビやラジオなどで
今後の様子を注意し、長引
きそうなら避難の心構えを。

20～30の雨

バケツをひっくり返したよう
な激しい雨。山崩れやがけ
崩れが起こりやすくなりま
す。避難の準備を。

30～50の雨

滝のように降り、あたりが水
しぶきで白っぽくなります。
中小の河川は氾濫し、水害
発生の可能性が高まります。

50～80の雨

息苦しくなるような圧迫感が
あり、恐怖を感じます。大規
模な災害が発生する恐れが
強く、厳重な警戒が必要で
す。

80以上の雨

風水害対策風水害対策
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最初の大きな揺れは約1分間

揺れがおさまったら

みんなの無事を確認 火災の発生を防ぐ

ラジオなどで正しい情報を

協力して消火活動、救出・救護活動を

地震発生

1～2分

3分

5分

10分

数時間

3日

●まず、身の安全を確保 （手近な座布団などで頭を保護）
●すばやく火の確認 ガスの元栓、コンセント、ストーブ
●室内に居ることが危ないと判断した場合、
　すばやく屋外の安全な場所に一時避難する

●火元を確認 火が出たら、落ち着いて初期消火
　※初期消火の限界は炎が天井に燃え移る前まで
●家族の安全を確認 倒れた家具の下敷きになっていないかを確認
●靴をはく 家の中はガラスの破片が散乱。靴や厚手のスリッパをはく
●避難するときは、屋根がわら・ブロック塀・自動販売機等に注意

隣近所に
声をかけよう

●隣近所で助け合う 要配慮者の安全確保
●行方不明者はいないか　　
●ケガ人はいないか

●初期消火　　●消火器を使う
●座布団、毛布、大きめのタオル等の活用
●漏電・ガス漏れに注意 ガスの元栓・電気のブレーカーを切る
●余震に注意
●バケツリレー 風呂の水はため置きをしておく
　（ただし、乳幼児のいる家庭では浴槽への転落防止のため工夫しましょう）

●大声で知らせる　　　●救出・救護　　　
●防災機関、自主防災組織の情報を確認
●デマにまどわされないように　　　　　　
●避難時に車は原則として使用しない
●電話は緊急連絡を優先する

●水、食料は蓄えているものでまかなう 最低でも3日間、
　できれば1週間分備蓄しておく
●災害情報・被害情報の収集　　●無理はやめよう　　　
●風呂水をため置きしておく （特に高層マンション居住者等）
●助け合いの心が大切　　　　   ●こわれた家に入らない

出火防止
初期消火

地震発生時の時間経過別行動マニュアル（室内にいた場合）

1 2km0

揺れやすさマップの凡例

揺れやすい 揺れにくい

出典：平成 26・27年度　千葉県地震被害想定調査

地震による地表の揺れは、「地震の規模（マグニチュード）」、「震源からの距離」、「表層地盤」の3つの条件により違いが現れま
す。一般的に、マグニチュードが大きいほど、また震源から近いほど地震による揺れは強くなりますが、地表地盤の状況によっ
ても左右され、地表地盤からやわらかい場所では、かたい場所に比べて地表での揺れは大きくなります。揺れやすさマップは、
各地点で同じ強さの地震動が伝わってきた時、相対的に揺れやすいかを図化したものです。
工学的基盤（建築物の杭基礎の支持層となる、ある程度の硬さを持った地盤のこと）から地表までの間にどれだけ揺れが大き
くなるのかを相対的に示したものですが、250m四方のメッシュの地盤の状況をボーリングデータから推定して計算しており、
データ量に偏りがあります。揺れにくい地域であっても、直ちに安全であることを示したものではありません。

地 震 対 策 揺れやすさマップ地震発生！
　そんなときどうする 揺れやすさマップ地 震 対 策
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周囲の安全を確認後、
反応があるかを確認する

耳元で呼びかけながら軽く肩
を叩き、反応の有無を確認し
ます。反応がなければ、助け
を呼び、119番通報とAEDの
手配を依頼します。

呼吸がある場合は、体を横向きに寝かせ、上の足のひ
ざとひじを軽く曲げ手前に出します。下あごを前に
出して気道を確保し、救急車を待ちます。（回復体位）

乳児の場合は、口と鼻を同時
におおい、1秒かけて息を吹
き込みます。
※口と口の人工呼吸がためら
われる場合、血液や嘔吐物な
どにより感染危険がある場合
などは、人工呼吸を行わず、胸
骨圧迫を続けます。

おおよそ6歳ぐら
いまでは、小児用
電極パットを貼りま
す。小児用電極パッ
ドがなければ、成人
用の電極パットを
代用します。

小児・乳児の場合は、
胸の厚さの3分の1
程度沈むように押し
ます。

気道を確保したまま、傷病者の鼻をつまみます。大き
く口を開けて傷病者の口をおおい、1秒かけてゆっく
りと息を吹き込みます。吹き込みながら胸が上がるの
を確認します。
いったん口を離し、もう1回吹き込みます。

胸骨圧迫30回と人工呼吸2回を繰り返して行います。

胸と腹部の動きを見て、「普段
どおりの呼吸」をしているか、
10秒以内で確認をします。

普段どおりの呼吸がない場合は、以下の手順で胸骨圧迫を
行います。

AEDによる電気ショック（除細動）は、心停止の傷病者の救
命に大変有効な手段です。心肺蘇生法を行っている途中で
AEDが届いたら、AEDによる応急手当を優先させましょ
う。電源を入れると音声メッセージとランプで実施すべきこ
とを指示されますので、それに従ってください。

傷病者を平らな場所にあお向けに寝かせ、救助者はそ
の横わきに両ひざ立ちになります。
胸の真ん中に片方の手のひらの手首に近い部分を当
て、その上にもう一方の手のひらを重ねます。
ひじを伸ばし、胸全体が約5cm沈むように胸を押しま
す。この動作を1分間に100～
120回のリズムで、絶え間なく
30回行います。

1

2

3

出血している部分にガーゼやタオルを
当て、その上から手のひらで圧迫しま
す。（圧迫止血）
傷口は心臓より高い位置にします。
負傷者の手当てをする場合は感染を
防ぐため、できる限りビニール手袋な
どを使用するのが好ましいです。

1

2
3

流水で十分冷やします。（患部に直接
強い水圧がかからないように注意）
衣服の上からやけどをした場合は、無
理に脱がさずそのまま冷やします。
水ぶくれは破らないようにします。
冷やしたあとは、消毒ガーゼかきれい
な布で保護し、医療機関へ。

折れた部分に添え木（副木）をあてて
固定し、医療機関へ。
適当な添え木がなければ、板、雑誌、
傘、ダンボールなど、身近にあるものを
代用しましょう。

1

2

3
4

1

2

1

2

＜人工呼吸の方法＞

出　　血 や　け　ど 骨　　折

1 胸骨圧迫の後、人工呼吸を2回行う4

AEDが到着したら5

呼吸の有無を確認する2

呼吸がなければ胸骨圧迫を行う3

心肺蘇生法の手順

主寝室 子供部屋

老人室 リビング・
ダイニング

住宅内取付位置図

早く知らせる

早く消火する

早く逃げる

初期消火の3原則

消火器の使い方

住宅用火災警報器の設置義務化

1 人で消せるだろうと考えず、隣近所に火事を大声で知らせ、すみやかに119番通報を。
初期消火で火事を消せなかったら、すばやく避難しましょう。

2

1

3

●「火事だ」と大声を出し、隣近所に援助を求める。声が出なければ、やかんなどを叩き、異変を知らせる。
●小さな火でも119 番に通報する。当事者は消火に当たり、近くの人に通報を頼む。

●出火から3分以内が消火できる限度。自分の身長以上に達するまでが消火できる目安。
●水や消火器だけで消そうと思わず、座布団で火を叩く、毛布で覆うなどの手近なものを活用する。

油なべ 石油ストーブ 衣類

風呂場

消火器の使い方 かまえ方

電気製品 カーテン・ふすま

●天井に火が燃え移った場合は、速やかに避難する。
●避難するときは、燃えている部屋の窓やドアを閉めて空気を絶つ。
●一酸化炭素などの有毒ガスを含んだ煙を吸い込まないように、低い姿勢でマスク・タオル等で口をふさいで逃げる。
●いったん避難したら、再び中には戻らない。

粉末・強化液消火器の場合

安全ピンに指をかけ
上に引き抜く。

ホースをはずして
火元に向ける。

レバーを強く握って
噴射する。

●風上に回り風上から消す。
　火災にはまともに正対しないように。
●やや腰を落して姿勢をなるべく低く。
　熱や煙を避けるように構える。
●燃え上がる炎や煙にまどわされずに
　燃えているものにノズルを向け、
　火の根元を掃くように左右に振る。

！！
火災予防

がが

一番！！

消防法の改正により、
住宅用火災警報器の
設置が義務付けられました。

住宅用火災警報器の設置が
義務づけられている場所
●寝室…すべての寝室（子供部屋や老人の居室など就寝に使われて
　いる場合は対象となります）への設置が必要です。
●階段…寝室のある部屋の階段の天井などへの設置が必要です。
●台所…義務ではありませんが、設置を推奨します。

警報器

火元別
初期消火の
コツ

あわてて水をかけるのは厳禁。消火器がな
ければ濡らした大きめのタオルやシーツを手
前からかけ、空気を遮断して消火を。

風呂場からの出火に気づいても、いきなり戸
を開けるのは禁物。空気が室内に供給され
て火勢が強まる危険がある。ガスの元栓を締
め、徐々に戸を開けて一気に消火を。

真上から一気に水をかけて消火（斜めに
かけると石油が飛び散って危険）。石油
が流れてひろがっていくようなら毛布な
どで覆い、その上から水をかけて消火を。

いきなり水をかけると感電の危険が。
まずコードをコンセントから抜いて
（できればブレーカも切る）消火を。

着衣に火がついたら転げまわって消すの
も方法。髪の毛の場合なら衣類（化繊は
避ける）やタオルなどを頭からかぶる。

カーテンやふすまなどの立ち上がり面に
火が燃えひろがったら、もう余裕はない。
引きちぎり蹴り倒して火元を天井から遠
ざけ、その上で消火を。

火 災 対 策 応 急 手 当火災発生！
　そんなときどうする火 災 対 策 応 急 手 当
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不安定な屋根のアンテナの補強。
瓦のひび、割れ、ずれ、はがれがないか。
トタンのめくれ、はがれはないか。

鉢植えや物干し竿など
飛散の可能性が高いものは室内へ。

雨どいに落ち葉や砂が詰まっていないか。
継ぎ目の外れや塗装のはがれ、腐りはないか。
雨戸にガタツキやゆるみはないか。

雨どい・雨戸

倒木や折損は、通行の支障となったり電線が
切れ、停電の原因となります。定期的な点検
や剪定など適切な管理をお願いします。

樹　木

モルタルの壁に亀裂はないか。
板壁に腐りや浮きはないか。
プロパンガスのボンベは固定されているか。

外　壁

側溝が詰まると、道路冠水や浸水の原因に
なります。
日頃からの清掃にご協力をお願いします。

側　溝

屋　根

基礎はしっかりしているか。
鉄筋は入っているか。
傾きやひび割れはないか。
控え壁はあるか。

地震でブロック塀が倒壊した場合、人に危
害を加えたり、避難や救助の妨げになるこ
とがあります。
日頃から点検し、危険と思われる場合は、
専門家に相談しましょう。
また、新たに作る時は、より安全なフェン
スや生け垣にしましょう。

ブロック塀

ベランダ

家の周囲の安全対策

ひび割れ、窓枠のガタツキはないか。
強風による飛来物などに備え、
飛散防止フィルムを貼る、
外側から板でふさぐなどの処置を。

窓ガラス

転倒防止
器具

板などを
差し込む

1 家の中に逃げ場としての
安全な空間をつくる 2 寝室、子供やお年寄りのいる

部屋には家具を置かない

3 家具の転倒を防ぐ 4 安全に避難するため、
出入口や通路にものを
置かない

5 電気火災発生の防止

家の中の安全対策

家具の転倒、落下を防ぐポイント

部屋がいくつもある場合は、人の出入りが少ない部屋に家具をまとめて置く。無理
な場合は、少しでも安全なスペースができるよう配置換えする。

家具と壁や柱の間に遊びがあると倒れやすい。家具
の下に小さな板などを差し込んで、壁や柱によりか
かるように固定する。また、金具や固定器具を使っ
て転倒防止策を万全に。

玄関などの出入口までの通路に、家具など倒れやす
いものを置かない。また、玄関にいろいろものを置
くと、いざというときに、出入口をふさいでしまう
ことも。

※感震ブレーカーとは、あらかじめ設定した震度以上の地震
が発生した場合に、自動的に電気の供給を遮断しますので、
電気による出火防止に効果的です。

就寝中に地震に襲われると危険。子どもやお年寄り、病人などは逃げ遅れる可能
性があります。

大地震が発生した際には、多数の火災が発生し、多
くの人が命や財産を失っています。地震火災の原因
の多くは電気が関連しており、電気機器等（電気ス
トーブ、電気コンロ等）の転倒による出火や、電気復
旧時における通電火災（破損した電気コードのショー
トによる出火等）があります。このような電気火災を
防ぐため、感震ブレーカー※等を設置しましょう。

タンス・本棚
L 字家具や支え棒な
どで固定する。二段
重ねの場合はつなぎ
目を金具でしっかり
連結しておく。

食器棚
L 字家具などで固定し、棚板には滑りにくい材質の
シートやふきんなどを敷く。重い食器は下に、軽い
食器は上の方に置く。扉が開かないように止め金具
をつける。

照明
チェーンと金具を使っ
て数箇所止める。蛍
光灯は蛍光管の両端
を耐熱テープで止め
ておく。

ピアノ
本体にナイロンテー
プなどを巻きつけ、
取りつけた金具など
で固定する。脚には、
すべり止めをつける。

テレビ
できるだけ低い位置
に固定して置く（家
具の上はさける）。

冷蔵庫
2 ドアの場合は、扉
と扉の間に針金など
を巻いて、金具で壁
に固定する。

わが家の防災対策わが家の防災対策
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切切切

自宅の耐震対策

家具の転倒防止

窓ガラスの飛散防止

食器棚の開放防止

飲料水・食料品の備蓄

災害情報の入手手段

ペットの避難

事前の確認 事前の確認

□
□
□
□
□
□
□

衣料品

長靴・杖・防災頭巾・ヘルメット

家の浸水しやすい場所を確認する

上記の防止策

避難のタイミング

ガス元栓・電気や感震ブレーカー

近所の声かけ

□
□
□
□
□
□
□

災害に備えて、身を守るために「決めておくこと」「準備すること」があります。
チェックしておきましょう

他にも話し合って、備えることは以下のようなものがあります。確認し、備えをしましょう。
要配慮者の方がいる場合は、日頃から話し合っておくことが大切です。

メ モ

やること 手順と内容

自宅近くの避難場所と経路の確認

避難所以外に行けるところ

避難経路の確保・確認（屋内）

避難経路の確保・確認

家族への連絡

家族のお迎え

車の避難（水害）

二階に上げるもの（水害）

どこに

場所：

場所：

いつ

いつ

誰に

誰を

どこに

何を

誰が

電話：

電話：

どのように

どのように

誰が

誰が

誰が

誰が

避難するときに最初に持ち出すのが「非常時持ち出し品」です。
 災害直後から混乱が収まるまでの数日間、自給自足するための物資が「備蓄品」です。
  以下は一例です。とくに非常時持ち出し品は、持って逃げられる量・重さにしましょう。

（緊急の場合に持ち出せるようにリュックサックにつめておきたい）

※下段「 □          」には他に必要なものを書きましょう。

現金

保険証

携帯ラジオ

厚手の手袋

ライター・マッチ

救急セット

生理用品

栄養補助食品

下着・靴下

携帯用カイロ

預金通帳

免許証

予備の乾電池

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

ナイフ

処方箋の控え

乾パン

アメ・チョコレート

長袖・長ズボン

レジャーシート

印鑑

懐中電灯

ヘルメット・防災ずきん

缶切り

胃腸薬・便秘薬・持病の薬

飲料水

防寒用ジャケット・雨具

食料品（レトルト食品、アルファ米、缶詰等）

飲料水（一人 1日 3リットル程度）

給水用ポリタンク

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

ビニール袋

カセットコンロ

ラップフィルム

水のいらないシャンプー

工具セット（ロープ、バール、スコップ等）

ペット用品（食品、トイレ、ケージ等）

非常時持ち出し品

（少なくとも3日は自力で生活できるように準備）備 蓄 品

非常時持ち出し品および備蓄品 わが家の防災チェックシート非常時持ち出し品および備蓄品 わが家の防災チェックシート
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公 助

突然起きる災害のときに、大きな被害を受けやすいのは要
配慮者と呼ばれる人たちです。要配慮者とは、高齢者や子ど
も、障がいのある人、外国人など配慮が必要な人たちのこと
です。いざというときは地域のみんなで協力して要配慮者
を支援しましょう。

非常時こそ、不安な状況に置かれている人に優しく接する
ことが必要です。困っている人や要配慮者には思いやりの
心を持って支援しましょう。

目や耳の不自由な人や外国人に向けた警報・避難方法が正
しく伝えられるのか、放置自転車などの障害物は無いかな
ど、日ごろからの点検が大切です。

一人の避難行動要支援者＊に複数の住民が支援していくな
ど、具体的な救援体制を決めておきましょう。隣近所での助
け合いがとても大切です。
＊要配慮者のうち、避難する際に特に支援が必要な方を避
難行動要支援者といいます。

あらかじめ支援者を決め、複数人で対
応し、車いすや担架を使うほか緊急時
はおぶって避難します。

まずは声をかけ、誘導するときは腕を
貸してゆっくりと歩きます。
できるだけ状況を言葉にして伝えま
しょう。

孤立させないように話しかけます。
通じない場合は、身ぶり手ぶりで伝え、
道順などは手で方向を示します。

階段では２人以上で援助し、昇りは前
向き、降りは後ろ向きに移動します。
1人の時はおぶって避難します。

お互いに顔が向き合う形で、大きく口
を動かし話しかけます。
伝わりにくい場合は、身ぶり・筆談で伝
えます。

災害のときに円滑な支援活動をするために、日ごろからコ
ミュニケーションをとっていることがとても大切です。

高齢者・病人

目の不自由な人

車いす利用者

旅行者・外国人

耳の不自由な人

災害のとき援護が必要な人に優しく接しよう

困ったときこそ温かい気持ちで

要配慮者になったつもりで防災環境の点検を

避難するときはしっかり誘導する

日ごろから積極的なコミュニケーションをとりましょう

自らの身は自ら守ることです。
主に事前の防災対策から、他

人に頼れない発災時に、災害での命を左
右するのは、自助努力にかかっています。

個人や一家庭の力だけではどうに
もならない状況において隣近所同

士で助けあうことです。特に、発災直後から避
難や後片付けの段階では、必要となります。

町民の力では、どうにもならない状況
での最後の受け皿といえるでしょう。

避難所運営をはじめ被災生活から、仮設住宅や
給付金など、生活再建段階で力となります。

共助自助 公助

共 助自 助
自分や家族 隣近所、自主防災組織、

災害ボランティアなど

市区町村、都道府県、国、
消防、警察、自衛隊など

●防災訓練の実施
●地域に住む要配慮者に対する
支援 など

●防災対策の推進
●自助、共助に対する支援 など

●家具の固定、住まいの耐震化
●飲料水、食料品の備蓄 など

自助・共助・公助の連携（相互協力）

要配慮者のために 緊急避難場所・指定避難所・
津波緊急避難ビル一覧

緊急避難場所

津波緊急避難ビル

自主避難を心がけましょう

指 定 避 難 所
◦緊急避難場所とは…
災害が発生、または発生するおそれがある場合、その危険から逃れるため
一時的に避難し身の安全を確保する場所です。災害の種類ごとにそれぞれ、
安全を確保できる場所が指定されています。

◦津波緊急避難ビルとは…
大規模地震に伴う津波が発生する恐れがある場合、緊急的に一時避難する施設です。白子町では温泉ホテル協同組合やリゾートマンション等にご協力いた
だき、津波警報及び大津波警報が発表された際に、海岸付近にいる人が一時避難できるよう津波緊急避難ビルとして協定を締結しています。

◦自主避難とは…
「自主避難」とは、避難勧告や避難指示の発令を待たずに自主的に避難する
ことをいいます。台風などは、天気予報で強さや進路方向などを事前に知
ることができます。暗い時間帯や風雨が強い中の避難は危険な場合もあり
ます。高齢者や小さなお子さんがいる家庭は、安全に移動できるうちに、
早めに行動しましょう。

◦ホテル等への自主避難
風水害などの災害が発生する恐れがある場合、高齢者等１人で夜を過ごす
のが不安という方を対象に、白子町温泉ホテル協同組合のホテル等への自
主避難が可能です。開設状況は白子町ウェブサイト等でお知らせします。

◦自主避難の際は、必要なものは自分で用意！停電や断水も念頭に！
自主避難所は、避難勧告等の発令により開設される指定避難所と異なり、
原則として支援物資はありません。災害が大規模になると、自主避難所も
停電や断水になる可能性があります。食料や生活必需品のほか、各自必要
なものは事前に準備し持参してください。

◦指定避難所とは…
災害により家屋に相当の被害を受けた場合など、居住できないと判断した
場合に避難して生活する場所です。

施設・場所名 所在地 洪水 高潮 地震 津波 大規模
な火事

内水
氾濫 位置

白子中学校
（校庭）

中里
860 〇 〇 〇 〇 〇 〇 C-4

白子中学校
（校舎屋上） 〃 〇 〇 〇 〇 C-4

関小学校
（校庭）

関
3889-1 〇 〇 〇 〇 〇 〇 C-3

関小学校
（校舎屋上） 〃 〇 〇 〇 〇 C-3

南白亀小学校
（校庭） 牛込12 〇 〇 〇 〇 〇 B-5

南白亀小学校
（校舎屋上） 〃 〇 〇 〇 〇 B-5

白潟小学校
（校庭）

八斗
470 〇 〇 〇 〇 〇 〇 D-4

白潟小学校
（校舎屋上） 〃 〇 〇 〇 〇 D-4

白子町役場
（駐車場）

関
5074-2 〇 〇 〇 C-4

なばき防災の丘 牛込
804 〇 〇 〇 〇 〇 〇 B-6

施設名 所在地 位置 施設名 所在地 位置 施設名 所在地 位置

白子町役場 関5074-2 C-4 白子ニューシーサイド
ホテル 中里4482 D-6 ホテルニューオーツカ 驚1014 D-6

ホテル白洋 幸治2866 E-5 白子ホワイトパレス 中里4481 D-6 ホテル東天光 驚963 D-6
サニーインむかい 中里4369 D-6 ニュー山中荘 中里4370-1 D-6 青松庭　白砂 古所3291 C-6
アネックス・
サンシャイン 中里4370 D-6 ホテルニューカネイ 中里4442 D-6 サンライズ・

ポイント白子 古所3290-4 C-6

郷土浜料理の宿 
かねご海都丸 中里4464-1 D-6 ホテルニュー白子 中里4382-2 D-6 パノラマ・ビュー白子 古所3250-647 B-6

グリーンパレス 中里4431 D-6 城之内荘 中里4442-3 D-6 松濤苑 古所3289-28 C-6
グリーン向井 中里4428-2 D-6 潮の香の湯宿　浜紫 中里4370-14 D-6 ダイアパレス白子第1 剃金2730-27 C-6
ホテルカアナパリ 中里4519 D-6 ホテル東海荘 中里4437-1 D-6 ダイアパレス白子第2 剃金2729-6 C-6
サンシャイン白子 中里4507-2 D-6 和海の宿 ささ游 中里4429-1 D-6 フラワーパレス白子 剃金2730-6 C-6

サンライズオーツカ 中里4408-18 E-6 旅館竹の家 中里4414 D-6 特別養護老人ホーム 
はまひるがお 古所5421-1 C-5

施設名 所在地 想定収
容人数 位置 施設名 所在地 想定収

容人数 位置

白子中学校
（体育館）

中里
860 500人 C-4

関ふれあい
センター

（会議室）

関
6724-1 50人 C-2

関小学校
（体育館）

関
3889-1 200人 C-3

南白亀ふれあい
センター

（会議室）

牛込
553-18 50人 B-5

南白亀小学校
（体育館） 牛込12 200人 B-5

白潟ふれあい
センター

（会議室）

中里
4825 50人 D-4

白潟小学校
（体育館）

八斗
470 300人 D-4

要配慮者のために 緊急避難場所・指定避難所・
津波緊急避難ビル一覧
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住　所

氏　名 電　話

避難所
家族が離ればなれに
なった時の避難所

避難所

地震の時

水害の時①

水害の時②

避難所
家族が離ればなれに
なった時の避難所

避難所
家族が離ればなれに
なった時の避難所

家族の連絡先

氏　名 電話（会社・学校） 住　所 メモ

氏　名 電話（会社・学校） 住　所 メモ

氏　名

親戚知人の
連絡先

家族の
救急用データ

生年月日 血液型 アレルギー 常備薬 病　歴

緊急連絡先

連絡先 電　話 連絡先 電　話

災害用伝言
ダイヤルとは？

NTTでは、災害発生時に、被災地への通話がつながりにくい
状況の場合、被災地内の安否等の情報を音声で録音、再生
する「災害用伝言ダイヤル」を設置します。

伝言の録音

伝言の再生

ダイヤルする
電話番号

伝言保存期間

伝言蓄積数

利用可能電話

171 - 1 - 0××× - ×× - ××××（電話番号）

171 - 2 - 0△△△ -  △△ -  △△△△（電話番号） 災害用伝言ダイヤル（171）の運用期間終了まで

伝言内容 1伝言あたり30秒以内

電話番号あたり1～20伝言（提供時にお知らせします）

一般電話（プッシュ回線、ダイヤル回線）、
公衆電話、携帯電話（一部除く）等

災害用伝言ダイヤル（171）の使い方

非常時に連絡しなければならない方などをメモをしておく頁です。
事前に電話番号などを記入しておきましょう。

被災地域の方は自宅の電話番号を、または連絡を
とりたい被災地域の方の電話番号を市外局番から
ダイヤルしてください。

わが家の防災メモわが家の防災メモ


