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災害に備え、誰にでも役立つ
「防災マイ・パスポート」を作りました
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私の記録 

氏名

住所

自宅 ☎

携帯 ☎

生年月日

職場・学校

血液型

メモ
・アレルギー
・常備薬
・かかりつけ医など

「ちばし安心・安全メール」を登録すると 災害時

に千葉市の情報が配信されます

いざというときのために 公衆電話の所在地を確認

しておきましょう

 家族写真をこの冊子に挟んでおきましょう 
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緊急時連絡先 

氏名

☎

職場・学校

氏名

☎

職場・学校

氏名

☎

職場・学校

どこに集まる？家族で確認！ 

家族との集合場所

〔　　　　　　　　　　　　　　〕
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その日に備えて ～心構え～

あなたは、先ずどこに行きますか？

“被災したら避難所！”ではありません。慣れない場所での生活

はストレスがたまります。家屋倒壊の危険性がなければ、避難の

必要はありません。日頃から「こんな場合は？」と考えておきま

しょう

在宅避難で困らないためには？

在宅避難者も最寄りの避難所で支援物資を受取ることができます

が、自分に必要なものは備えておくことがベストです

勤務先での被災に備えて

歩きやすい靴、帰宅できない場合の身の回り品をおいておきましょう

水は１人１日３ℓ必要です

家族の人数×３ℓ×７日

の水は備えておきましょう。トイレ、洗面所、屋外の涼し

い場所などに分けて保管すると便利です

食品は、食べ慣れている保管の効くものを普段から多めに備

えておきましょう

新聞紙の用途は多岐にわたります。最低一か月分の新聞紙は

保管しておきましょう 
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地震が起きたら

屋内にいたら、机やテーブルの下に入って身を守り、揺れがお

さまるのを待ちましょう

外にいたら、落下物から頭を守り、ブロック塀や自動販売機か

ら離れましょう

揺れがおさまったら⇒火の元・出口確認

出火していたら、初期消火を行いましょう

窓やドアを開けて出口を確保し、あわてて外へ出ないようにし

ましょう

けがをしないように、靴やスリッパをはきましょう

助け合い・避難行動

我が家の無事を確認したら、近所の安否を確認しましょう

近所で火災があったら、火が拡がらないうちに消火器やバケツ

リレーで消火し、けが人の救出・救護も無理のない範囲で行い

ましょう

ラジオ・テレビなどから正しい情報を得ましょう 

携帯電話も固定電話も１７１とダイヤルする

音声案内にしたがって伝言を録音または再生できる

１回の録音は３０秒以内、最長４８時間保存される

毎月１日と 15 日の体験利用日に練習しておきましょう！ 

まず身の安全！

　　災害伝言ダイヤルの番号 １７１
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こどもがいるあなたは・・・

いざという時に慌てないためには、あらかじめ、いろいろな場所

で被災することを想定しておくことが大切です。保育園、幼稚園、

学校でのこどもの引き渡しのルールは確認できていますか？年齢

に応じて、自分で安全に避難できる方法や避難グッズをこどもと

一緒に考えておきましょう

あなたの家は安全ですか？

あなたの住まいでは背の高い家具は固定してありますか？

食器戸棚はすぐに開かないようになっていますか？

窓ガラスには飛散しない工夫がされていますか？

阪神淡路大震災の折、犠牲者の多くは家具の下敷きになって命を

落としました。災害が起こった時一番大切なことは、まずは“自

分が生き延びる”ことです。被害を最小限に抑えるためにはどう

したらいいか、自宅の家具を一点一点確認してみましょう

あなたの街は安全ですか？

一度避難所まで歩いて行ってみましょう。近道が安全とは限りま

せん。ブロック塀沿いの道は、いつ塀が倒れてくるかわかりませ

ん。川沿いの道も危険です。高齢者、こども、障がいのある方と

一緒に避難するときはなおさら安全性が求められます。一番安全

な道はどこか？ご家族、ご近所の方と一度確認してみましょう

５

1人暮らしのあなたは・・・

あなたの存在を近所の方は知っていますか？

住まいが被災した場合、あなたは誰かに助けてもらえるでしょう

か？信頼できる人を探して、声を掛け合えるようにしておきま

しょう

体が不自由なあなたは・・・

「避難行動要支援者」に登録をしていますか？

かかりつけの医者、常備薬などのメモは常に携帯し、あなたをケ

アしてくれる人に見せましょう。自分が望む支援や対応を周囲の

人に的確に伝えることが大切です

ペットを飼っているあなたは・・・

ペットを入れるケージは準備していますか？

ペットはそのケージに入ることに慣れていますか？

やむを得ず避難所に行かなくてはならない場合でも、避難所内に

ペットを連れて入ることはできません。トラブルが起きないよう

に万全の準備をしておきましょう

アレルギーがあるあなたは・・・

避難所で出される食事は、最初からアレルギー対応ができるかど

うかはわかりません。最低 3 日分は自分に必要なものを常備し

ておきましょう。また、どんな場合でも間違った処置がされない

よう、自分のアレルギーについて書いたメモを携帯しておきま

しょう
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0180－994－999

千葉市のホームページでも見る事ができます

このマークのあるコンビニエンスストアやガソリ

ンスタンドなどで、被災時に

　水道水の提供　　　トイレの使用

　道路情報の提供　などが得られます

自宅や職場近辺の店をチェックしておきましょう

勤務先・外出先では？

持ち物などで身を守り、切れた電線や倒れた電柱などに注意

しましょう

交通網のストップが予想されるので、交通情報などを確認し

てから安全優先で行動しましょう

１日の徒歩距離は２０ｋｍが限界です｡無理して帰宅を急がな

いようにしましょう。

運転中の場合、まず左に寄せて停車してから、カーラジオな

どで情報を聞きましょう

車から離れる時は、ドアロックせずキーを付けたままにして

おきましょう 

どこに避難する？

自宅近くの該当場所を記入しておきましょう

避難場所（ 　　　　　　　　　　　　　　）
地震による火災が発生した場合、決められた地域の一時避難場

所（公園・学校など）で身の安全を確保して様子をみましょう

広域避難場所（　　　　　　　　　　　　 ）
火災が広がった場合は、煙や輻射熱から身を守るため地域で指

定されている公園などに避難しましょう

避難所（ 　　　　　　　　　　　　　　　）
住宅が損壊したり危険が予想されるなど生活の場が失われた場

合には、一時的に宿泊滞在するため小・中学校などに開設され

る避難所に行きましょう

非常持ちだし品（特に薬類など）は家族と相談し、皆が分

かりやすい場所に置いておきましょう

避難する時は電気のブレーカーを落とし、ガスと水道の元

栓をしめ、戸締りをして、玄関に避難場所などを書いてお

きましょう

避難所では避難所運営委員会や自主防災組織の指示に従っ

て、お互いに助け合いましょう

千葉市の防災行政無線を電話で聞く方法 

災害時帰宅支援ステーション

防災行政無線が聞こえない時は･･･

検  索千葉市　防災無線

検  索帰宅支援ステーション
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親と子の防災術 

１．日頃から災害時のことをこどもと話し合って  　　

　　おきましょう

家の中ではどこが危険か、安全か

火事の時はどこに逃げるか

家以外ではどこに集まるか

２．防災ピクニックをしてみましょう

◆こどものかかりつけ医と連絡先

こどもの名前

医療機関

住所

電話番号

こどもの名前

医療機関

住所

電話番号

◆こども救急電話相談

プッシュ回線＃8000

ダイヤル回線 043-242-9939

毎日 午後7時～午後10時 

非常持出しリュックを持って実際に避難経路を歩いて

みましょう

公園などで、お弁当代わりに非常食を食べてみること

もおススメです
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・母子手帳
・免許証・住所録のコピー
・家族の写真
・保険証・お薬手帳・常備薬
・バスタオル・マスク・カイロ
・絆創膏・ラップ・ティッシュ
・ポリ袋、懐中電灯 

大人用避難リュックの中身の例

こども用リュックの中身の例 

こどものことでメモしておきたいこと 

＋乳児のいる家庭用 
・抱っこまたはおんぶ紐
・おむつ・おしりふき
・ミルクセット
（哺乳瓶・ミルク・水）

＋幼児のいる家庭用 
・着替え・こどもの靴
・おもちゃ

・お気に入りおもちゃ・名札
・水・飴・非常用携帯食
・タオル・ティッシュ ・ホイッスル
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1.良い睡眠のための備え

体の保温のための非常用毛布・騒音対策の耳栓・トイレ対策の尿

パッドやポータブルトイレ・首から下げられる小型の懐中電灯

2.必要な栄養をとるための備え

ペットボトルの水・栄養補助ゼリー・魚や豆類の缶詰などの食べ

やすい食品・食事前に手の衛生を保つウェットティッシュ・歯磨

きや入れ歯の手入れができる道具

　　避難所では高齢者が食べにくい食事が多く、味が濃かったり

量も適切でないことがあるため、無理に食べすぎないように注意

しましょう

3.薬や受診を継続するための備え

常用している薬・おくすり手帳・かかりつけ医の連絡先・持病や

既往歴を書いたメモ

　　避難所でじっとしていると、静脈血栓症などの病気が起こり

がちです。予防のため、下肢のマッサージや足首の運動をするよ

う心がけましょう
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女性に必要な防犯対策

震災直後の混乱期や避難生活での不安やストレスが女性やこどもに

向けられてしまうことがあります

突然の訪問者を家に入れないように

ガスや電気の点検、宅配便などを装った強盗や強姦に注意し、無

防備にドアを開けないようにしましょう

夜道や避難所でのトイレに注意

震災時は停電しているところも多く、夜道を歩くのは危険です。

また、トイレには一人では行かずに付き添ってもらうようにしま

しょう

やさしい声掛けにもすぐには反応しない

「お風呂に入れますよ」「お菓子がありますよ」「女性がたくさんい

ますよ」などと、声を掛けられても、すぐに付いていかないように。

一旦考えて様子を見てください

心のケアを大切に

災害に遭うと、不眠や感情のマヒ、無力

感などさまざまなストレス反応が起き、体にも影響がでてきます。

被災後の心のケアはとても大事です。また、被害にあったり、不

審者を見かけた時も、友人でも、隣人でも、専門家でもいいので、

少しでも安心できるよう話をしましょう

 

1２

女性に役立つ防災術

「まさか自分が被災者になるなんて・・・」

用意しておきたい、女性ならではの避難グッズ

生理ナプキン

人によって使いやすいナプキンはそれぞれです。自分の使い慣れ

たものを用意しておきましょう。使用済みをいれるビニール袋も

一緒にポーチに入れておきましょう。おりものシート・携帯用ビ

デもデリケートゾーンを清潔に保つための必需品です

マスク

ガレキの砂塵を吸い込むのを防ぎます。肌の手入れや化粧が出来

ない時にもマスクが活躍します

コスメ用品

洗顔料や乳液など、最小限のお手入れグッズを持っていると、お

肌のケアはもちろん、ストレス軽減になります

エッセンシャルオイル

お風呂に自由に入れない生活で、「自分のにおいが気になる」とい

う声があります。タオルに少し垂らすことで、匂いが気にならな

くなり、リラックス効果もあります

ビタミン・鉄分・カルシウム剤
避難所生活は栄養が偏り、口内炎や肌荒れ、貧血などが起こりや

すくなります。サプリで補いましょう
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高齢者に役立つ防災術

災害の時には、こんなことが体調を崩す原因になります

日常の暮らしを失ったショックや今後への不安から、無力感

を抱きやすい

常用している薬の内服や定期受診が中断してしまう

困ったことがあっても、我慢や気兼ねをしてしまい、ストレ

スがたまる

体を動かすことが少なくなるため、

筋力が衰える

トイレを我慢するために、

水分を摂らなくなる

被災しても健康を保つために大切なことは・・・

睡眠・食事をきちんととる

トイレを我慢しない（水分を摂る）

薬や受診を継続する

適度な運動をする

困り事は相談する


