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地震発生から 10分間が

地震発生のメカニズムを矢□ろう !

日本は世界―の地震国 !

出典 :「地震に備えて」 松本市 HP
地震発生のしくみ 気象庁 HP

初動のポイント!

・平成7年 (1995年 )兵庫県南部地震
・平成16年 (2004年 )新潟県中越地震
・平成20年 (2008年 )岩手・宮城内陸地震
・平成28年 (2016年 )熊本地震

など

沈み込むプレー ト内の地震
・昭和三陸地震
・平成5年 (1993年 )釧路沖地震
。平成6年 (1994年 )北海道東方沖地震
など
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日頃から、避難行動のイメージを持つことは大切です。風水

害と地震とでは、避難までの流れが少 し違います。平時の準備

と、最適な行動で、災害から身を守りましょう。

＼ネットではなくても !/
このような情報源もあります。

◆ラジオがあれば

調布 FM 83.8MHz
◆電話で聞くには

防災ダイヤル 042-426¨4511

防災無線    0800… 8000¨903
◆ハザードマップ

紙の資料も頼りになります。

総合防災安全課 (たづくり西館 3階 )、 総合

受付 (市役所 2階 )、 市内各地域福祉センター、

市民活動支援センター (あ くろす 2階 )、 各

図書館分館等の窓□で配布しています。

親戚・友人宅、

宿泊施設等避難

在宅避難

自宅に被害が無く、必要

な備蓄があれば、住み慣

れた環境で過ごせます。

そのための準備は、次の

ページをご覧ください。

避難所避難

まずは、避難所の開設状況

を確認の上、安全に留意し

て、避難所に向かいます。

飲み物・軽食。常備薬や、

着替えなどk必要なものの

持参もおわすれなく。

国領小学校地区の避難所

地区内では、国領小

学校と、第六中学校

が避難所に指定され

ています。

避難所開設

国領地域では風水害の場合は、地域内

の避難とともに、他地域から避難して

きた方たちの受け入れもあり、ボラン

ティアとしての活動が期待されます。

平時 地
震

の準

情報収集と避難先判断

自宅の状況とともに、「調布市の避難所

情報」を参照して半」断。感染症対策もあ

り、避難スペースに限りがあります。

いざという時に、速やか

に1青報が届くよう、あら

かじめ登録・アクセスし

てみましょう。

◆防災・安全情報メール

市が発令する避難情報

や避難所開設情報などを

入手できます。

◆調布市公式 LINE

友だち登録してくださ

い。防災以外にもいろい

ろな情報にアクセスでき

ます。

◆防災フリーダイヤル

防災行政無線の放送内

容を電話で確認できます。

通話料無料。携帯可。

た,0800‐8000‐903

地震はいつ起 こるか分から

ないため、普段から市 と地

域の連携が必要となります。

揺れが収まつたら-10分でやること一

●出火時は初期消火

●家族の安全確認

●倒れた家具やガラスの破片などに注意

●隣近所周辺の安全を確認

●情報収集。誤つた情報に注意

華目′

風
水
害

風水害の場合はある程度

前もって被害の大きさや

状況を想定できる場合も

あるので、避難するかど

うかの見極めを判断する

余裕がある場合が多い。
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避難行動のイメージは
できていますか?
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0安全な住まい
自分や家族がケガをしないレイアウトに

⇒食器棚、箪笥、本棚などが万―転倒したとしても、

寝ている時に自分や家族の方に任lれない、

廊下を塞がない、

ドアは必ず開くようにしておきたい

自宅内に逃げられる場所を

⇒いざという時でも安全過ごせるような自宅に 1

物が少なくlElれる物がない空間を作つておきたい

0備蓄家族数×7日分は確保したい!!

●飲み物・食べ物は ローリングス トック

●携帯 トイレ (一日で一人 8回を目安に)

●現金 (公衆電話用にコインも)

●身分証のコピー

●いつものお薬

0情報集め

0嘲

②近所付き合い
遠くの親戚より近くの隣人と「互近助Jの関係
⇒向こう三軒両隣

ご近所で積極的に助け合う関係を作つておきたい

肩の力を抜いてご近所とお付き合い
⇒ポイントは・・・

「自分から挨拶」「笑顔」「感謝」
「適度な距離感」「普段の地域活動に参力□」
「いざという時はためらわず」

④要支援
自力避難が難しい人を知ること/知らせておくこと

⇒「要介護認定を受けている方」「障がいのある方」
「歩行が困難な方」「その他支援が必要な方」

マンシ∃ンや集合住宅ならフロアごとに、

戸建なら向こう三軒両隣の方々の状況をRElる こと、

矢□らせておくことで、一早い支援を実現したい

⇒いざという時に、

何もしない時間的な空白を作らないようにしたい

0備薔

訓 遊 乳

目白園回

②の近所付き合いで身近な情報が自分に届きやすくしておきたい

自治会、避難所、そしてラジオで、地域・市・都・国の対策や物資の情報を得ることに慣れておきたい

防災・

危機管理

ユニディ

防災対策

在宅避難に関連するⅥrebサィトヘァクセスしてみよう!

東京備蓄
ナビ

こくりよう地域の安心 。安全のために、避難所を充実させたい。同時に、今以上に私たちの自宅を

安全な場所にしたい |そんな思いがこのページで伝えられていたら幸いです。

備えあれば憂いなし |||1災害時も慣れ親しんだ自宅で過ごせるように準備しておきましょう。

在宅避難も考えよう::

0安全な住まい ②逝漸付鰤



我が家の情報

最寄 りの避難場所

安否の連絡方法

非常備蓄品リス ト
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市内で活動するの

地域団体の情報を

発信 しているサイ

トです。

こくりょう・みんなの広場の情

報も掲載されています。

今年 1月 には、Twitterも始ま

りました。

個
・
個↑出来たらチェック

 ́ 活動報告

12/27 宿題やるとこ遊ぶとこ

今年度も年末に開

催しました。書初め

と、コマ。折り紙で、

楽しいひと時を過ご

しました。

1/28 染地小地区協議会との交流会

染地小地区協議会は、令不□元年に設立された地

区協議会です。やはりこのところの感染症蔓延に

伴い活動が限られていたことから、お互いの活動

について、参考にするべく、交流会が開かれました。

編籍 己_ュ′
この防災特集は、こくりよう。みんなの広場。

防災部メンバーにより作成しました。

防災部は、災害が発生したときに、わが国領

小学校地区全体として、人的・物的被害を最

小限に抑えるべく、率先して防災活動へ参力□

し、矢□識 。経験 。技術の向上を図り、国領小

学校地区全体の防災意識の向上に貢献するこ

とを、目的として活動しています。自主防災

に興味のある方、マンション管理組織の方な

ど、ご参力0お待ちいたしております。

2022年度は、感染症対策を考慮し、まだま

だ活動が制限されていましたが、その中でも

出来ることとして、この広報誌防災特集を作

り上げることができました。

ぜひ、いつでも参考にできるよう、ご家庭で

保存して、お役立てください。

書いてみよう
今日、私に出来ること
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