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調べる

まとめる

あなたの防災アクション

保護者に提案する防災アクション

アクションわが の
外出時に、大地震が起きたときに備え、日頃から何をしますか？

防災

地震が起きたときに、外出先に応じて、とるべき行動を確認します。

保護者確認日

（　  月　 日）

（　  月　 日）

（　  月　 日）

（　  月　 日）

　大地震が起きたら、外出先で、予測できる危
険は何ですか？

　大地震が起きたら、外出先に応じて、どのよ
うな行動をとりますか？
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災害時に助け合うために 何ができますか？3

大震災シミュレーション1

知る

助け合う

迷わず協力を頼む 応急救護の必要性助け合うための知恵

　大地震が起きたら、都民が総力を挙げ
なければ、乗り切ることはできません。
　自分や 族だけが助かればいいとい
うことではなく、周りの人と協力し、一
人でも多くの人を助けることで、震災の
被害を最小限にすることができます。

　倒れている人に声を掛けて
反応がなかった場合は、大声で
近くの人に協力を頼みます。

　柱や梁などに挟まれた人を
発見したら、周囲の人に声を掛
けて協力して助けます。

　大災害時は、負傷者が多くな
り、救急車の到着が遅れ、救急
活動が間に合わないことも考
えられます。軽いケガなどの
処置法を身に付けておきます。

東京防災
52・53ページを
見てみよう

はり
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調べる

まとめる

あなたの防災アクション

保護者に提案する防災アクション

アクションわが の
災害時に助け合うために、日頃から何をしますか？

防災

災害時の救助方法や応急救護などについて学びます。

保護者確認日

（　  月　 日）

（　  月　 日）

（　  月　 日）

（　  月　 日）

　阪神・淡路大震災や東日本大震災のとき、高
校生はどのような活動をしましたか？

　災害時、震災の被害を最小限にするために高校
生として、どのような行動ができますか？
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木村葵さん（東松島市在住／被災当時 26歳）
　５歳と６歳の息子、離乳食間近の６ヵ月の娘とともに、避難所生活を１週間送りました。避難した中学
校の体育館は指定避難所ではないため備蓄品は一切なく、身に着けたもので暖をとりました。また、娘は
離乳食に切り替わる頃で母乳は与えられず、翌日から配給品を離乳食代わりに食べさせました。男の子
にとって避難所はストレスのたまる生活でした。娘がちょっとでも泣いたり、息子たちが声を上げたり
走りまわると、あからさまに嫌な顔をされるので、ひたすら謝ってばかり。助けてくださる方もおられま
したが、息子たちは欲求不満になり、私は精神的に追い詰められ、電気も水道も復旧していない自宅に
戻ってようやくストレスから解放されました。
　娘たちと外出するときは避難用品を持ち歩くなど考えたこともありませんでした。赤ちゃんのよだれ
かけやお尻や汚れた手などを拭く除菌シート、携帯ライトなどさえあれば、避難所生活でどれほど助かっ
たことでしょうか。今は、これらを常に持ち歩くことはもちろん、防災意識を高めて暮らしています。

乳幼児と過ごした過酷な避難所生活被災者の

声に学ぶ

防災ブック「東京防災」76ページより作成

避難所の生活では 何ができますか？4

大震災シミュレーション1

知る
避難所の生活での留意点 役割分担 プライバシーを守る
　避難所の生活ではルールを守り、避難
者は役割分担をして助け合いながら生活
しましょう。

要配慮者への対応
　要配慮者とは、妊婦、子供、高齢者、外国人、障害のある方などです。
　要配慮者には、思いやりと支援を心掛けましょう。

　妊娠中の女性や産後まも
ない女性に対しては、健康
面やプライバシーに配慮し
ます。

　子供に対しては、気持ち
を表出できるような空間や
時間などを確保し、気分転
換が図れるようにします。

　高齢者に対しては、明るい
声で積極的に話し掛け、孤独
感や不安感を抱かないよう配
慮します。

　外国人に対しては、積極的
にコミュニケーションを図
るとともに、外国語を理解で
きる仲介者や通訳を介し、正
確な情報を伝えることがで
きるようにします。

東京防災
56～67ページを
見てみよう

妊婦

子供
高齢者

外国人
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調べる

まとめる

あなたの防災アクション

保護者に提案する防災アクション

アクションわが の
避難所で生活することになったときを考え、日頃から何をしますか？

防災

避難所でできることを考え、防災訓練に参加します。

保護者確認日

（　  月　 日）

（　  月　 日）

（　  月　 日）

（　  月　 日）

　避難所で生活するときには、どのようなこと
に配慮する必要がありますか？

　避難所の生活では、高校生として、要配慮者
に対してどのようなことができますか？
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具類の転倒・落下・移動防止対策はできていますか？1

今やろう 防災アクション2

① 具類の配置を工夫する ② 具類の転倒・落下・移動防止対策

知る
具などの備え

具配置のレイアウトを工夫 ネジ止めが基本

近年の地震による負傷は、 具類の転倒・落下・移動などが原因になっています。
の中を確認し、地震に備えましょう。

転倒チェックリスト

×

東京防災
94～105ページを
見てみよう

リビング・キッチン
つり下げ式照明器具

テレビ

電子レンジ

テーブル・イス

チェーンで揺れ防止対策を行う。

　テレビ台に着脱式移動防止ベルトなどで固定。台はＬ型
金具で壁に固定し、脚に粘着マットなどの滑り止めを付ける。

　粘着マットやストラップ式の器具で台に固定し、台も
Ｌ型金具で壁に固定する。

脚に粘着マットなどの滑り止めを付ける。

食器棚

引き出し

つり戸棚

冷蔵庫

転倒しても避難経路をふさがない置き方をし、壁に固定する。
ガラスには飛散防止フィルムを貼る。

飛び出し防止のためにラッチ錠付きを使う。

収納物が飛び出さないよう、扉に開放防止器具を付ける。

避難の障害にならない場所に設置し、ベルト式器具などで壁と結ぶ。
落下しやすい物を上に載せない。
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調べる

まとめる

あなたの防災アクション

保護者に提案する防災アクション

アクションわが の
具類の転倒・落下・移動防止対策はできていますか？

防災

自宅で、 具類の転倒・落下・移動防止の対策を実施します。

保護者確認日

（　  月　 日）

（　  月　 日）

（　  月　 日）

（　  月　 日）

　 具類の転倒・落下・移動防止対策で、有効
な対策は何ですか？

　あなたの で、 具類の転倒・落下・移動防止
対策として、どのようなことができますか？
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建物の安全対策について 理解していますか？2

今やろう 防災アクション2

知る
建物の耐震化

出火・延焼を防ぐ対策

電気・ガス・水道の点検

住宅用
消火器

　阪神・淡路大震災の死者の多くが建物倒壊による圧死です。
　昔の耐震基準で建築された建物は、大地震への安全性が低いといわれています。

　震災時には、電気・ガス・水道が止まることがあります。復旧まで、相当
の日数がかかるとされています。
　避難するときは、電気のブレーカーを落とし、ガスは屋外のガス栓、水道
も水道メーターの元栓を閉めます。
　あらかじめ設置場所を確認し、更に止め方、復旧の方法を覚えておきま
しょう。

　大震災時の出火原因は、主に電気の漏電や電気が復旧した際の通電火災、ガス漏れ火災、石油ストー
ブによるものです。
　次の出火防止チェックシートを活用するとともに、自宅の住宅用消火器や住宅用火災警報器などを
確認し、出火・延焼を防ぐ対策を強化しましょう。

出火防止チェックシート

東京都耐震マーク

　小型で軽量のため、簡単に
使えます。使うときのことを
考えて、台所の近く、廊下や
玄関の隅など取り出しやす
い場所に置きましょう。

　地震に対する安全性を示
したもので、このマークがあ
る建物は、耐震基準への適合
が確認された建築物です。

　火災により発生する煙や熱
を感知し、音や声により警報
を発して火災の発生を知ら
せ、逃げ遅れを防ぎます。

住宅用
火災警報器

電 気

ガ ス

石 油
ストーブ

□ 電気コードは、カーペットや 具の下敷きになっていない。

□ 不必要な電気機器のプラグは抜いている。

□ 分電盤の位置を把握している。

□ プロパンガスのボンベは転倒しないように、チェーンなどで固定してある。

□ 都市ガス・プロパンガスの場合、マイコンメーターが有効期限内である。

□ コンロ周りは整理整頓され、ガスホースも劣化していない。

□ 石油ストーブの周りに燃えやすいものを置いていない。

□ 石油ストーブの転倒防止を行っている。

東京防災
106～113ページを
見てみよう
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調べる

まとめる

あなたの防災アクション

保護者に提案する防災アクション

アクションわが の
建物の安全対策について、理解していますか？

防災

建物の出火・延焼を防ぐ対策などを確認します。

保護者確認日

（　  月　 日）

（　  月　 日）

（　  月　 日）

（　  月　 日）

　あなたの自宅の建物の安全対策についての
課題は、何ですか？

　あなたの自宅では、今後、どのような対策が
必要ですか？
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安否確認や情報収集の手段を知っていますか？3

知る

災害情報サービスへの登録

災害用伝言ダイヤル 「1 7 1 」　

　災害時には、電話が通じなくなることを想定し、連絡手段を複数用意
しておきましょう。
　また、災害時には根拠のないうわさに惑わされ、誤った行動をとって
しまうことがあります。公的機関やテレビやラジオ、新聞等の災害情報
等信頼できる情報を入手し、混乱することのないようにしましょう。

　被災者が安否メッセージを登録
し、それ以外の人がそれを聞く「声
の伝言板」です。

東京都防災ホームページ
　平常時は災害の備え、災害時に
は被害状況などを提供するので、
日頃からアクセスして確認してお
くと役立ちます。

J-anpi
　電話番号または氏名で、災害用伝
言板、報道機関、企業団体が提供す
る安否情報を一括検索できます。

スマートフォンアプリ
　ネットラジオアプリ、防災速報や
地震情報アプリなど、スマートフォ
ンには災害時に役立つアプリが数
多くあります。

東京都防災マップ
　東京都防災ホームページ内の防
災マップでは、防災施設の情報、災
害時帰宅支援ステーションなどの
検索や表示ができます。

東京都防災Twitter
　ツイッターアラート設定を有効
にしておくと、公共機関や緊急対
策機関が発信する重要なツイート
がホーム画面に表示されます。

災害用伝言板
　携帯電話会社が提供し、携帯電話
やスマートフォンから安否情報の
登録や確認をすることができます。

公衆電話
　災害時、通常の電話はつながりに
くくなりますが、公衆電話は比較的
つながりやすいと言われています。

今やろう 防災アクション2

東京防災128・129・
226・227・268～273
ページを見てみよう
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