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自然災害から命を守る！
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みんなで減災し隊！
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L字金具などで固定する。
2段重ねの家具は、つなぎ
目を金具で連結させる。

（特に子どもや高齢者の部屋）
倒れても下敷きにならない家具
の配置にする。
寝室にスリッパや靴を置いて
おく。

窓ガラスに飛散防止フィルム
をはる。または、強化ガラスに
替える。
食器棚のガラスにも飛散防止
フィルムをはる。

家具の上など、高いところ
に重い物を置かない。
重い物は家具の下部に、
軽い物は上部に収納する。

カーテンなどを
閉めておくだけでも
ガラスの飛散を
軽減できます。

1 2

地震、台風、豪雨、土砂災害、津波、etc.

災害はいつどこでやってくるかわからない。

みんなで学び、みんなで備え、少しでも被害を減らせるように！

東日本大震災の福島第1原発事故により、放射能の影響を受けている地域で、

子どもたちを守ろうとがんばっているママたちを取り上げた映画『小さき声のカノン』

兵庫県丹波篠山市で行われた上映会で、その映画を観て

「何かやらなきゃ！」「私たちにできることは？」

「私たちがやるべきことは！」と気づいたとあるママ。

そのママと上映会共催者の1人が出会ったことから、みんなで減災し隊！はスタートしました。

災害は原発事故だけじゃない！

防災・減災の基本から学ばないと！

知っていれば、学んでいれば、備えていれば、守れる命がある。

一番大切なのは、自分で自分の命を守れる子どもを育てること

そんな想いでこの『たんばささやま親子防災ノート』を作りました。

親子で備えていきましょう！

みんなで減災し隊！　隊員一同

2021年3月

わたしたちの想い
みんなで減災し隊！

？？？

♥♥

たいせつな家族の 命を守る「安全対策」の例

家具の固定 ガラスの飛散防止家具の配置を工夫 収 納

いのちを守る！ できるだけケガをせず生き残る！

❶ 姿勢を低く

❷ 頭を守る
（机の下など）

ゆれがおさまったら

避難する
❸

グラッと地震がきたら！1

テーブルや
机などの下に
もぐり身を守る。
足は出ない
ように注意！

キッチンにいるママは、
子どもの名前を
呼んではいけません。
キッチンはガラスが
割れて危険がいっぱい！

火の元よりもまずは
自分の身を守ること。
震度５の揺れを
感知するとガスは
自動的にとまるように
なっています。

たいせつな家族の 命を守る「安全対策」の例

公式LINEに
登録してね

!!
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自分の状況確認 負傷し、
救急要請が
必要なとき

津波や
土砂災害の

危険性があるとき •ケガをしてないかチェック
•何が起こったのか
　正しい情報をチェック

迷わず、すぐに
避難行動を
とりましょう

被害が
ないとき

（不在家族への安否確認）
家族との連絡方法は
決まっていますか？

近隣の
被害確認

・建物、設備の被害の状況
・隣人の安否確認・救助
・状況によっては、
支援を開始

会社から
帰って来れないかも！？

笛やモノをたたき、
音を出して救助
要請をします

火災が
発生したとき
応急手当、閉じ込めからの
救出期消火、周囲に
呼びかけながら
避難します

情報収集
地域や自治体の
状況の確認

ブレーカーを
オフ!!

自宅を離れる際は
ブレーカーをオフに！
通電火災に注意！

周囲の確認
•足を怪我しないように
　室内でも靴かスリッパ
　をはくこと！

家族の安否確認
•誰もケガをしていないか
　確認しよう

室内の被害確認
•ライフライン、ドアの開閉、
　家具の被害、通信状況を
　確認しよう

避難の判断
•自宅にいるのか、避難所や
　友人・知人宅へ避難するのか
　各自で判断します

2
その次の 行動チャート

ゆれがおさまったら

状況の確認

応急手当、閉じ込めからの
救出期消火、周囲に

迷わず、すぐに迷わず、すぐに

一斉帰宅による混乱を防ぐため、兵庫
県は事業主に「従業員の一斉帰宅の
抑制」をお願いしています。対策として
「従業員の施設内待機」「最低3日分
の備蓄」など。会社からすぐに帰って
来れないかもしれません。

帰れない？!

地震や台風を体験した 
ママ＆パパの声をご紹介します。

●つながりの大事さを実感！
出勤途中に発災。子どもの無事が確認できるまで不安でしかたがなかった。
子どもと離れ離れでも、子どもの無事を知らせてくれるママ友がいると安心。

いすに座っていたと思ったら…

屋根がごっそり落ちてきました

ベランダの壁を突き破り、
隣家からタイヤが飛んできました

●充電器・バッテリーは必須！
携帯の充電がなくなると、連絡を取ったり、情報を得たり、
大切な事が何も出来なくなる。モバイルバッテリーは必需品。

●体質にあった特殊なものは要注意!！
アレルギー対応物資はその日のうちに売り場からなくなりました。
常備薬も含め、命に関わるものは必ず備蓄を！

●かならず確かな情報を！
正しい情報を得るのが意外と困難。普段から
行政のSNSや災害アプリなど、信頼できる情報元に
アクセスする習慣をつけておかないと、肝心な時に
ネットから流れてくる不確かな情報に惑わされます。
みんなで減災し隊！公式LINEも登録してね！

●転倒防止策がいちばんの防災！
背の高い家具を置いてなくてよかった。家具の転倒防止が役に立った。
倒れない・壊れないのが一番の防災。
台風の時もベランダに物を置いていた家庭の被害が大きかったようです。
風で舞うと凶器になって、ガラスが割れた家もありました。

●不安を一人で抱えこまないで
親が不安を抱えていると、子どもも不安な気持ちになります。
一人で抱え込まずに「怖かったね」と家族や友達と
気持ちを共有するだけでもほっとできました。

●家族、命、ほんとうに大切なものを考えて！
電車が停まっていても出勤を要請されたが、
家は停電や断水で大混乱。
家族のために仕事を休む勇気を！ 
命より大切なものはありません。

●通信にも配慮を
安否確認メールや電話は嬉しいけれど、受信するたびに電源がなくなり、
大切な家族とのやり取りが出来なくなった。
「知り合い」程度の不要不急の安否確認は、控えた方が良いかも。

重要
！！

ヤフー防災情報アプリ

おすすめ
アプリ

ママ＆パ
パの

体験談体験談
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自分の身は 自分で守ろう!!
大地震がおきたとき、とっさの行動が命を分けます。すぐに行動するには、からだで
覚えるしかありません。家族で話し合い、ふだんからイメージして実際に訓練しましょう。

3
地震がおきると、家でも、学校でも、どこでも

落ちる！ 倒れる！ 動く！

!!

こんな
ことに
！

こんな
ことに
！

近くにあるもので、
まず頭を守る。

動けそうなら机などの下に隠れ、
机の脚をしっかりつかむ。

割れものがいっぱい子ども部屋に子どもがいたら… キッチンにママがいたら…

図書室 ろうか

げんかん
（下足場）

運動場

東日本大
震災の

パパの
体験談

東日本大
震災の

パパのパパの 実際の3.11震災の当時、仙台に
住んでいたパパの体験をご紹介します。

●台所はキケンがいっぱい！
食器戸棚の扉は地震ではロックするものがよいです。
あの激しい揺れでは食器は凶器と化し襲ってきます。
実際台所はガラス破片の山でした。

●家具の固定はマスト！
つっぱり棒は有効であるかどうかは地震の規模や揺れの
方向によります。３．１１では揺れがきつ過ぎて全く機能して
おりませんでした。６強ではもたないのかもしれません。
可能であれば、壁にネジで固定式が有効と思います。

●避難所でも盗難が！
残念ながら盗難に遭うケースもありました。皆貴重品をもって
避難してますので、大金を持っている方などは注意が必要です。

●壊れた家屋にも盗難が！
地震時に戸を開ける行為は、避難経路確保には有効でしたが、
のちのち扉が歪んで閉まらず
盗難にあうケースも住んでいたマンションでは発生していました。

●ため水が役立つ！
風呂の水は、ためたままにする。
マンション等の集合住宅で屋上の給水タンクからの供給の場合、
停電で給水されず、トイレが流せない事象になりました。
風呂水を利用し流すことが出来ました。

●車のガソリンは満タンに！
３．１１の後、ガソリンが買えず、６時間ならんで２０リッターしか
買えない事になりました。３月とは言え東北ですので寒空の下、
暖房にも活かせず、移動も出来ないことになりました。
ガソリンの目安を決めて常に満タンにしましょう。
我が家は半分減ったら満タンにしてます。
車のエンジンがかかれば携帯電話等の充電も可能です。

●エコノミークラス症候群にも注意！
車の中で避難の際はエコノミークラス症候群にも注意。
長時間膝を曲げてますので、適度に歩くなどしないといけません。

●のどが渇かない食料を！
備蓄食料も、乾パンなどもよいですが、
なるべく喉が渇かないようなものがいいでしょう。
水も貴重品となりますので、その辺も考慮したものを
考えてみましょう。しょっぱい物なども喉が渇きます。
避難所に届いた食料などでもせんべいなどもあり、
ありがたいのですが、渡せない事もありました。

6
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5
土砂災害・水害は あっという間！

「まだ大丈夫」は危険！ 避難とは、安全な場所に身を置くこと！

いざ逃げる！　4

知ってた？

知ってた？

50cmの浸水で、
もう逃げられなくなるヨ！！

あなたが住んでいる
地区の危険性を
確認しよう！

あなたが住んでいる
場所のハザードマップ
（防災マップ）を確認しよう！

（台風、河川の氾濫、土砂災害 など）

家の近くにどんな場所があるか、普段から意識しておきましょう。

海の近くに出かけた時は、津波避難場所・津波避難ビルをチェックしましょう。

避難場所も災害によっては危険な場所になります！

洪水・津波
のときは…
高い所へ
海・川の遠くへ

土砂のときは…
山・崖から
離れたところへ

浸水10cmで、小柄な女性が後退。横にひっぱられる力が強く、歩行困難となる。
浸水30cmで、ひざの高さ（30cm）以下、くるぶしの高さ程度で、約6割の女性が転倒。
浸水60cmで、乗用車が流れ出す。浸水100cmで、強固な板塀（暑さ3cm）が壊れるほどの威力。 中央防災会議より 

国民の皆さんへ
●行政は万能ではありません。皆さんの命を行政に委ねないでください。
●避難するかしないか、最後は「あなた」の判断です。皆さんの命は皆さん自身で守ってください。

うごけな
い…

広域避難場所・
一次避難場所 避難所

火災などの際に、一時的に逃げる
場所。公園などが指定されている。

自宅が被災した時に生活をする場。
小・中学校や公民館など。

福祉避難所

障がいや介護など、特別な支援が
必要な人のための避難所。

※一般の避難所が開設された後、
　必要と判断された場合に開設されます。

CHECK
!!

◇（参考：JISで制定されている図記号）

CHECK
!!

CHECK
!!

在宅避難

自宅が安全なら在宅で。
しっかり備蓄しておきましょう。

親戚宅・友人宅

「もしもの時はよろしくね！」
と予め約束しておきましょう。
「もしもの時はよろしくね！」

ホテル・車中泊

ホテルの立地や車の駐車場所の
危険チェックも忘れずに！

警戒レベル

4 避難指示で必ず避難！！
ひ　  なん　 し　 じ

警戒レベル5は、すでに安全な避難ができず
命が危険な状態です。
警戒レベル5緊急安全確保の発令を
待ってはいけません!

警戒レベル4避難指示で
危険な場所から全員避難しましょう。

避難に時間のかかる高齢者や
障害のある人は、
警戒レベル3高齢者等避難で
危険な場所から避難しましょう。

警戒レベル

〈 警戒レベル4までに必ず避難! 〉

新たな避難情報等

5 災害発生
又は切迫

緊急安全確保※1
きん きゅう あん ぜん かく  ほ

4 災害の
おそれ高い

避難指示
ひ　  なん　 し　 じ

3 災害の
おそれあり 高齢者等避難※2

こう　れい しゃ とう　 ひ なん

2
気象状況悪化

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）

1 今後気象状況
悪化のおそれ

早期注意情報
（気象庁）

この時!!

こうなると

もう遅い
…

市町村が災害の状況を確実に把握できるものではな
い等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情
報ではありません。

警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普
段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、
危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。

※1

※2情報を
あつめよう

避難する時の
準備をしよう

避難を
開始しよう

避難完了

屋内で
身を守ろう
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6
とっとと逃げる！ 被害を少しでも減らす！

原発事故が起こったら！

2011年3月に起きた福島第１原発事故。
10年たった今も『原子力緊急事態宣言』は
解除されておらず、避難を続けている人、
放射能の影響を受けている人がたくさんいる。
関西にも11基の原発があります、私たちも備えましょう。

とっとと逃げる！

CHECK
!! 安定ヨウ素剤

★丹波篠山市では毎年事前配布会アリ
3年に一度の更新、子どもの成長に合わせた更新、家族が増えたらもらう。

● 3才未満…ゼリー剤
● 3才～12才…錠剤1錠
● 13才以上…錠剤2錠

※丹波篠山市の
　ホームページから
　ダウンロード可。

絶対忘れないで!!

原子力災害対策
ハンドブック

「原子力災害にた
くましく備えよう」

も

活用してね！放射性物質は風にのってやってくる。風向きに注意し、
風下に入らない方向へ、できるだけ遠くに逃げること。
肌を出さないよう、使い捨てできるマスク・ゴーグル・カッパ・
帽子などを身につけ、安全なところまで逃げたら着がえる。
いつどんなルートで避難したかも記録しましょう。

飲むタイミングが大事！

外部被ばくを避ける

とにかく身体にあてない。
あたる時間を減らす！
　・ 遠くに離れる。
　・ 気密性の高い建物で過ごす。
　・ 外出時間を減らす。

体の外から放射線を浴びる

内部被ばくを避ける

とにかく身体の中に入れない！入ったら出す努力を！
　・ 外出を控える。外出時はマスク。帰ったらうがい。
　・ 汚染された食べ物、飲み物を摂らない。
　・ 規則正しい生活や適度な運動で、
新陳代謝を高め、放射性物質の排出を促す。

放射能汚染された空気や食べ物を体に取り込む

外出を控える。外出時はマスク。帰ったらうがい。

！

放射性ヨウ素による被ばくから、甲状腺を守ってくれるよ！
効果は24時間
放射性ヨウ素が飛んでくるタイミングに合わせて飲む。
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それは、イヤなことを考えたくない 心理 です！
・  ・

「私は大丈夫!」って思ってない？7

体に避難行動をすり込ませます。

・  ・

確かな災害情報があったにもかかわらず、避難に結びつかなかったケースがありました。
その理由のひとつは、非常事態がおきても「自分は大丈夫」という心理が働き、
「油断」を生み、避難を遅くさせてしまったからです。
自分の命、家族の命を守るためにやるべきことは！

継続的に、様々な場所や場面を想定した防災訓練に取り組みます。
すぐに行動するには、体で覚えるしかありません。
ふだんからイメージして実際に訓練しましょう。

自分の命、家族の命を守るためにやるべきことは！

体に避難行動をすり込ませます。体に避難行動をすり込ませます。
自分の命、家族の命を守るためにやるべきことは！自分の命、家族の命を守るためにやるべきことは！

継続的に、様々な場所や場面を想定した防災訓練に取り組みます。
すぐに行動するには、体で覚えるしかありません。
ふだんからイメージして実際に訓練しましょう。ふだんからイメージして実際に訓練しましょう。

体に避難行動をすり込ませます。体に避難行動をすり込ませます。
自分の命、家族の命を守るためにやるべきことは！自分の命、家族の命を守るためにやるべきことは！

継続的に、様々な場所や場面を想定した防災訓練に取り組みます。
すぐに行動するには、体で覚えるしかありません。
ふだんからイメージして実際に訓練しましょう。ふだんからイメージして実際に訓練しましょう。

命を守る

その1

勇気を出して、主体的に避難します。
今までに経験したことのない場面で迷ったとき、周囲の人と
同じ行動を取ろうとすることがあります。周囲と異なる行動には
抵抗があるかもしれませんが、声を掛けながら避難することは、
自分だけでなく、周りの人の命を助けることにもなります。

ふだんからイメージして実際に訓練しましょう。

勇気を出して、主体的に避難します。勇気を出して、主体的に避難します。
今までに経験したことのない場面で迷ったとき、周囲の人と
同じ行動を取ろうとすることがあります。周囲と異なる行動には同じ行動を取ろうとすることがあります。周囲と異なる行動には
抵抗があるかもしれませんが、声を掛けながら避難することは、抵抗があるかもしれませんが、声を掛けながら避難することは、
自分だけでなく、周りの人の命を助けることにもなります。

勇気を出して、主体的に避難します。勇気を出して、主体的に避難します。
今までに経験したことのない場面で迷ったとき、周囲の人と
同じ行動を取ろうとすることがあります。周囲と異なる行動には同じ行動を取ろうとすることがあります。周囲と異なる行動には
抵抗があるかもしれませんが、声を掛けながら避難することは、抵抗があるかもしれませんが、声を掛けながら避難することは、

命を守る

その2

油断しないで、最善をつくす。
自然災害は、想定していたものより、小さなもので済むことがあります。
「避難したけど、何ごともなかった」そんな時なんとなく損した気分になりますね。
でもそうじゃない！あなたは今回も自分の命、家族の命を守る行動をとれたのです！！
自然災害は、想定していた以上の被害が生じることもあります。
油断しないで最善をつくしましょう。

自分だけでなく、周りの人の命を助けることにもなります。

油断しないで、最善をつくす。
自然災害は、想定していたものより、小さなもので済むことがあります。
「避難したけど、何ごともなかった」そんな時なんとなく損した気分になりますね。
でもそうじゃない！あなたは今回も自分の命、家族の命を守る行動をとれたのです！！でもそうじゃない！あなたは今回も自分の命、家族の命を守る行動をとれたのです！！
自然災害は、想定していた以上の被害が生じることもあります。自然災害は、想定していた以上の被害が生じることもあります。

油断しないで、最善をつくす。
自然災害は、想定していたものより、小さなもので済むことがあります。
「避難したけど、何ごともなかった」そんな時なんとなく損した気分になりますね。
でもそうじゃない！あなたは今回も自分の命、家族の命を守る行動をとれたのです！！でもそうじゃない！あなたは今回も自分の命、家族の命を守る行動をとれたのです！！

命を守る

その3

避難

9
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非常時にホントに役立つ！

防災グッズ
避難所に行っても 全員分の

食べ物がない？！

巨大地震など発生直後は、ライフラインも壊滅状態となり、水や食料が不足が予想されます。
さらにアレルギー対応食や幼児用の食事は手に入りません！

□飲料水

□飲料水

□ばんそうこう
　ほうたい

□小銭 □チョコレート・あめ □充電器・バッテリー □大判ハンカチ

□ふえ

□簡易まくら □LED
ヘッドライト

□救急用品 □紙おむつ・
　生理用品

□家族の写真・
　連絡先

□ポリ袋 □安全ピン

□カセットコンロ・ガス

□子どもが好きなもの □新聞紙
□マスク
□消毒液
□体温計

□ポリ袋

□缶詰・レトルト □スープ（フリーズドライ） □乾物

備えておきたい 非常食・調理器具

100均でこれだけ揃う！！

ちょい足し防災

□子どもが好きなもの
さらにある

と便利!

1～3日分 4～7日分
冷蔵庫やパントリーがいつもいっぱい！

それも備蓄です！
美味しい備蓄を多めに用意し、食べたら買い足す

「ローリングストック」をぜひ習慣に！

「これさえあれば子どもがご機嫌！」
という、お菓子やおもちゃなど、
子どもの心がほぐれるグッズ。

（マスク、止血に）

（シート、防寒、水を運ぶ、など）（節水ボトルを作る、
着替え時、など）

（声を出すかわりに
  助けを呼ぶ）

□ふえ
（声を出すかわりに
  助けを呼ぶ）

□レジャー
　シート
（着替え時、目隠し）

□歯みがき
　シート
（節水）

□靴下・手袋
（ワレモノだらけで危険）

□マスク

□携帯トイレ
（節水）

□養生テープ・
　マジック
（名札、伝言を残す）

□めがね
（コンタクトは大変）

□除菌シート
（洗顔、お風呂代わりに）

□ラップ
（食器代わり、
ケガの手当）

□はさみ・
　つめきり
（必須）

暖を取ったり
紙食器を作ったり。

パッククッキング
（ポリ袋調理）なら、少ない水で
温かいものが作れます。

小さな子は非常時でも
食べ慣れないものは
食べません！！

ふだんのカバンにあれば便利♪

冷蔵庫やパントリーがいつもいっぱい！ 美味しい備蓄を多めに用意し、食べたら買い足す

4～7日分
美味しい備蓄を多めに用意し、食べたら買い足す

「ローリングストック」をぜひ習慣に！
美味しい備蓄を多めに用意し、食べたら買い足す

4～7日分
美味しい備蓄を多めに用意し、食べたら買い足す

「ローリングストック」をぜひ習慣に！

4～7日分
美味しい備蓄を多めに用意し、食べたら買い足す

「ローリングストック」をぜひ習慣に！

食パンや野菜などは、自然解凍により
食べることも可能。

❶備蓄する食料・水を
　少し多めに用意する。

❷定期的に古い
　ものから食べる。

❸食べた分を
　買い足し、補充する。

withコロ
ナのいま必

要

長期保存できる非常食より、

いつも食べているものが◎

11 12
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災害用のトイレは必ず
家庭に備蓄しておきましょう！

ちぎって
まるめる

消臭剤を
かける

いちばん困る！ ストレスになる！

トイレが大変！！

逆流
するか
も！

ゴミ袋は消臭効果の高いものを使う。
汚物はゴミ収集が開始されるまで
自宅に置くことになります。

ネコ砂（紙）や、凝固剤を多めに用意。
1日に4～8回トイレに行くので、家族の人数分×7日分の備蓄があれば安心。

Before

After

災害用トイレ製品一覧（日本トイレ研究所）
http://www.toilet.or.jp/toilet-guide/product/list.html

❶ゴミ袋を便座に
　2重にかぶせる

❷短冊状に切って、
　くしゃくしゃにした
　新聞紙をゴミ袋の
　中に敷き詰める。

❸用を足した後、
　消臭効果のある
　ものを上からかける。

❹内側のゴミ袋を
　取り出し、空気を
　抜いて口を強く縛る。

東日本大震災が起きてから9時間以内にトイレに
行きたくなった人は78％（調査：日本トイレ研究所）。
でも安易に水を流すのは待って！ マンションのトイレの配管は、
上下の部屋とつながっていて破損したら使えません！

避難所のトイレは、狭い・段差あり、和式、男女共用のところも多く、
便器は足の踏み場もないぐらいに排泄物でいっぱいになることも。

緊急用トイレの作り方

トイレは
1日4～8回
家族の人数分
用意しよう！

10 11

※詳しくは
　フェニックス共済の
　ホームページで。

くらしのきほん、住まいのために備えよう！

火災保険と地震保険

阪神淡路大震災でも、東日本大震災でも、地震のあとに火災が発生しました。
地震による火災の被害は、火災保険では補償されない。
火災保険と地震保険の違いを知り、備えることが大事！

フェニックス共済

地震保険の補償

地震・噴火・津波による
　火災、損壊、埋設、
　流出などによる
　損害

補償は、損害額そのものではなく
「全損」「大半損」「小半損」
「一部損」の認定によって
支払われます。
片付ける前に損害状況を
カメラで記録しておこう。

※地震保険の多くは、火災保険とセットで
　加入する必要があります。

火災保険の補償

火災　失火、落雷による火災、

　　　ガス漏れによる破裂・爆発など

風災　台風・竜巻などによる家屋の損傷など

水災　大雨・洪水による床上浸水など

雪災　豪雪による建物の倒壊など

雹災　ひょうが降り、屋根や窓に穴があいたなど

盗難、その他保険会社によって
様々な補償があります。 要注意

地震保険に入っていても加入できる！

損害割合20％以上 損害割合10％以上20％未満
年額1,500円で

年額5,000円で
再建・補修時等に 年額1,000円で

最大50万円給付！

年額500円で
補修時等に

最大600万円給付！ 25万円給付！
住宅再建共済に
ご加入の方

住宅再建共済 準半壊特約 家財再建共済
単独加入

住宅とセット
加入の場合

加入対象者
県内に戸建て、分譲マンション、
賃貸住宅等をお持ちの方

対象住宅 県内にある住宅
（1つの住宅に1契約）

加入対象者 加入対象者 県内の住宅にお住まいの方

対象家財 住宅の中にある全ての家財
（1つの住宅に1契約）

地震・津波・風水害・豪雪・竜巻など、あらゆる自然災害が対象!!
阪神淡路大震災を教訓に作られた兵庫県独自の住宅再建共済。
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歩いて作ろう！

わが家の防災マップ12
いざという時のために 「今」できること

家族で防災カイギ

大地震が起こったとき、家族が別の場所にいて、離ればなれになることも。
避難場所にたくさんの人が集まり、すぐ会えるとはかぎりません。
集合場所は時間と場所をピンポイントで決めておきましょう。

○○小学校の運動場の鉄棒の前　10時と15時に30分間待つ。

防災おす
すめアプ

リ

たとえば

行って

みてね！

毎月1日と15日は無料で試せます！家族で練習しておきましょう！

要確認!
!

NTT災害ダイヤル
さいがい 171

□家族の集合場所は決めましたか？

□家の中の安全対策はできていますか？

□食料・トイレの備蓄はできていますか？

□家具の固定　　□ガラス飛散防止　　□収納　　□家具の配置

ヤフー
防災情報アプリ eお薬手帳 ひょうご

防災ネット
災害の情報を
いち早くお知らせ

いつでもどこでも
確かなお薬情報を

□食料
□飲料水

□トイレ□カセットコンロ
□カセットコンロ用ボンベ

災害時には、携帯は繋がりにくい場合があ
ります。災害用伝言ダイヤルやデータ通信
によるLINEやTwitter、Facebookなどの複
数のSNSの連絡手段も覚えておきましょう。

災害時でも繋がりやすい公衆電話がどこにあるのか
調べて、子どもと一緒に実際にかけてみましょう。

公衆電話　設置場所 検索

わがやの災害避難カードを作ろう！
水害、土砂、地震、火災、
など 災害によって
複数の逃げる場所を
持つことが大切です。

水害

土砂

地震

火災

まず逃げる所
（避難場所）

家に帰れない時に
過ごす所（避難所）

　・ 避難場所、避難所まで行ってみよう！
　・ ゆれたら落ちそうな看板や瓦、倒れそうなブロック壁はないかな？
　・ 大雨であふれそうな川や水路はないかな？
　・ くずれそうなガケや斜面はないかな？
　・ 公衆電話、災害対応自動販売機、AEDなど、役立つものも要チェック！！

家に帰って防災カイギ！
写真を見ながら『我が家の防災マップ』を完成させよう！

お家のまわりの危険や避難所を、
市の防災マップでまずチェック！
チェックできたら家族みんなで防災さんぽ！！

CHECK
!!

気になるところは

写真を撮ろう！

丹波篠山市

防災マップは

こちらをチェック！
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台風や大雨に備え、  予め行動を決めておこう！
警戒レベル 1 2 3 4 5

とるべき
行動

必要な
情報

(注)警戒レベルや防災気象情報は必ずしもこのとおりの順番で発表されるとは限らず、あくまで目安です。

防災･気象情報をチェックし、
命を守る心構えを！

避難ルート･
避難先を確認

高齢者な　　ど、避難に
時間を要　　する人は避難 安全な場所へ全員避難！

災
害
発
生

行

動

避
難
す
る
場
所

2～3日前

大雨に関する気象情報・・・・・・・・・・ 大雨・洪水注意報　　 大雨・洪水警報

風に関する気象情報・・・・・・・・・・・・・・ 強風注意報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暴風警報

河川の氾濫に関する情報・・・・ 氾濫注意情報　　　   氾濫警戒情報　　　　　　　　　氾濫危険情報

土砂災害に関する気象情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 土砂災害警戒情報

この時!!

レベル4で
全員避難

!!

こうなると

もう遅い
…

P7とP8も

参考にしてね

説明と書き方は
こちらを

参考にしてね！


