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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
安否確認や情報収集の手段を知っていますか？

防災

災害時の安否確認や情報収集の方法を確認します。

保護者確認日

（　  月　 日）

（　  月　 日）

（　  月　 日）

（　  月　 日）

　各種災害情報サービスは、どのような特色が
ありますか？

　どのようにして正確な安否確認や情報収集を
行ったらいいですか？
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自分たちの地域を 守ることはできますか？4

知る
防災市民組織

　近所の人たちが互いに助け合い、自分たちの町は自分の力で守るとい
う地域の防災対策を効果的に行うための組織です。
　町会や自治会の防災担当などが中心になって呼び掛け、それぞれの地
域の実情に合わせて編成し、活動します。
　参加することによって、地域のコミュニティ力と防災力の向上につな
がります。

消防団

防災資機材の例

　消防署と同じように地域の消防活動を行う組織ですが、団員は、自営
業、会社員、主婦、学生などの本来の仕事などを持ちながら、火災や風水
害、震災などが発生した際に、消防活動を行います。

地域の実情を踏まえ、どのような防災資機材が必要となるかを事前に検討しておきます。
【可搬式消防ポンプ】
　小型のポンプで給水・加圧して、より
遠くに大量の放水ができるポンプです。

【スタンドパイプ】
　軽くて操作も簡単なスタンドパイプ
は、消火栓等があれば消防車が入れない
狭い路地でも放水活動ができます。

今やろう 防災アクション2

東京防災
130～140ページを
見てみよう

ヘルメット
毛布
軍手
タオル
消火器

非常用食品
ロープ
担架
ハンマー
バール

スコップ
はしご
防水シート
メガホン
ジャッキ
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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
自分たちの地域を守るために、日頃から何をしますか？

防災

地域の防災訓練に参加します。

保護者確認日

（　  月　 日）

（　  月　 日）

（　  月　 日）

（　  月　 日）

　あなたの地域の防災市民組織や消防団は、どの
ような活動をしていますか？

　防災市民組織や消防団の活動に、高校生とし
て、どのように協力できますか？

地域の実情を踏まえ、どのような防災資機材が必要となるかを事前に検討しておきます。
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大雨や台風による風水害が 起きたらどうしますか？1

知る

東京に被害を及ぼした最近の大雨・台風

大雨や台風に関する特別警報

そのほかの災害と対策3

大雨特別警報

暴風特別警報

波浪特別警報

高潮特別警報

　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る場合と、数十年に一度の
強度の台風や同程度の熱帯低気圧により大雨となるときに発表されます。大雨特別警報が発表さ
れると、浸水や土砂災害などの重大な被害の発生するおそれが著しく大きい状況が予想されます。
雨がやんでも、重大な土砂災害などのおそれが著しく大きい場合は発表を継続します。

　数十年に一度の強さの台風や同程度の熱帯低気圧により、暴風が吹くと予想される場合に発表
されます。

　数十年に一度の強さの台風や同程度の熱帯低気圧により、高波になると予想される場合に発表
されます。この「高波」は、地震による「津波」とはまったく別のものです。

　数十年に一度の強さの台風や同程度の熱帯低気圧により、高潮になると予想される場合に発表
されます。

東京防災144～157・
244～247・252

ページを見てみよう

平成25年 台風第26号による
伊豆大島の土砂災害

平成17年9月4日～5日  

平成19年9月5日～7日

平成21年8月9日

平成22年7月5日
          

平成22年12月2日～3日

平成23年9月21日

平成25年9月15日～ 16日

平成25年10月16日

大雨

台風第9号

大雨

大雨

大雨、強風

台風第15号

台風第18号

台風第26号

床上浸水2,349、床下浸水2,129

負傷者2人、住 全壊2、一部損壊189

負傷者５人、床上浸水７、床下浸水５

行方不明１人、床上浸水336、
床下浸水372、がけ崩れ１

死者１人、負傷者５人、一部損壊１

負傷者6人、一部損壊１、床下浸水3

負傷者３人、一部損壊４、床下浸水１

死者36人、行方不明4人、住 全壊46、
半壊40

※東京に人的被害と2,000軒以上に被害を及ぼしたもの
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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
風水害が起きたときに備えて、日頃から何をしますか？

防災

風水害の危険から身を守る方法を確認します。

保護者確認日

（　  月　 日）

（　  月　 日）

（　  月　 日）

（　  月　 日）

　風水害が起きたら、あなたの の周りで、
予測される危険は何ですか？

　風水害の危険から身を守るために、どのよ
うな行動をとりますか？
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火山噴火が 起きたらどうしますか？2

知る

東京に被害を及ぼした主な火山噴火

噴火警戒レベル

富士山噴火の危険と被害

　噴火警報・予報の中で発表される噴火警
戒レベルは、危険度に応じてレベル１からレ
ベル５まであります。
　各レベルに応じた行動をとりましょう。

　富士山が宝永噴火（宝永4年）のときのように噴火
した場合、関東圏の広範囲において火山灰が降り、東
京には数センチメートル～10センチメートルほど
降り積もると予想されています。
　火山灰の影響は交通機関、ライフライン、農林水産
業のみならず、健康被害も考えられます。

そのほかの災害と対策3

　年 　　　災害名 　　被害など

※東京に被害が及んだ火山噴火

昭和61年 伊豆大島 噴火 ©T.Miyazaki 

平成12年 三宅島 噴火

宝永4年
(1707年)
明治35年
(1902年)
昭和15年
(1940年)
昭和58年
(1983年)
昭和61年
(1986年)
平成12年
(2000年)

富士山宝永大噴火

伊豆鳥島噴火

三宅島噴火

三宅島噴火

伊豆大島噴火

三宅島噴火

レベル5

レベル4

レベル3

レベル2

レベル1

居住地域から避難する　　　　　　　　　　　

居住地域で避難準備をする

居住地近くの危険地域の立ち入り禁止　　　　　　　　　　　　　　　　　　

火口周辺の立入禁止

特別な対応は必要ないが注意が必要

大量の降灰

死者125人

死者11人

溶岩流などの被害

全島民が島外避難

全島民が島外避難

東京防災
160～163、251
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
火山噴火が起きたときに備えて、日頃から何をしますか？

防災

火山噴火の危険から身を守る方法を確認します。

保護者確認日

（　  月　 日）

（　  月　 日）

（　  月　 日）

（　  月　 日）

　火山噴火が起きたら、予測される危険は
何ですか？

　火山噴火の危険から身を守るために、どのよ
うな行動をとりますか。
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災害時に 必要な会話を英語で話してみよう1

知る
ACTION IN A TIME OF DISASTER

災害発生時の行動

まとめ4

ここは、どこですか？

ここは、OO（OOの近く）です。

どこに逃げればいいですか？

地図を持っていますか？あなたはここに避難すべきです（地図を見て案内）。

避難所はどこですか？

そこの近くにあるOO公園（OO小学校・OO地区）
が避難場所になっています。

族を探しています。

族が住んでいたところの近くの避難所で、係の人に
聞いてください（近くの避難所を案内）。

避難場所はどこですか？

一緒に行きましょう。

東京防災
288～291ページを
見てみよう
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LIVING IN EVACUATION SHELTERS

避難生活

日本語

英　語

（食べ物・水・毛布）はどこで手に入りますか？

英語の情報がほしいです。

の サイト「 」で 言語対応の
ニュースを見ることができます。

電車（バス・船・飛行機）の情報は、テレビとラジオで
お知らせしています。

（電車・バス・空港）はいつ復旧しますか？

係の人にお願いしたので待っていてください。

災害時に必要な会話を考えて、英語にしてみよう。
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防災アクションを振り返って2

氏名
（　　　年　　　組　　　番）
（　　　年　　　組　　　番）
（　　　年　　　組　　　番）
（　　　年　　　組　　　番）

東京都教育庁指導部指導企画課
東京都新宿区西新宿二丁目8番１号
東京都庁第一本庁舎北側38階
03-5320-6836
株式会社 ドゥ・アーバン
株式会社アイネット

編集・発行
所　在　地

電　　　話
編 集 協 力
印　　　刷

監　修　東京学芸大学 教授　渡邉 正樹
協　力　防災ノート「東京防災」
　　　　作成委員会
出　典　防災ブック「東京防災」　
　　　　東京都総務局総合防災部
　　　　防災管理課　編集・発行

◆  　　　　　　　　について、一年間を振り返り、 の人に防災アクションを提案し、
防災アクションができたら「○」を付けて、チェックしましょう。

◆ 　チェックをしたら、学校に提出しましょう。

1年生 2年生 3年生 4年生の人と一緒に
　　　防災アクション

の人からのメッセージ

アクションわが の 防災
ぼう さい

　建物の出火・延焼を防ぐ対策などを確認することができ
た。

　地震発生後に、とるべき行動を確認することができた。

　地震が起きたときに、外出先に応じて、とるべき行動を確
認することができた。
　災害時の救助方法や応急救護などについて学ぶことができ
た。
　避難所でできることを考え、防災訓練に参加することがで
きた。
　自宅で、 具類の転倒・落下・移動防止の対策を実施する
ことができた。

　地域の防災訓練に参加することができた。

　火山噴火の危険から身を守る方法を確認することができ
た。

　災害時の安否確認や情報収集の方法を確認することができ
た。

　風水害の危険から身を守る方法を確認することができた。

東京都教育委員会印刷物登録
平成29年度第5号　
平成29年6月

（高等学校版）（平成29年度）

防災教育教材 
防災ノート 東京防災

まとめ4

※本教材は、３年間又は４年間使用します。
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