
地  震

机の下など、物が落ちて
こない、倒れてこない場
所に身を隠し、座布団や
クッションなどで頭を
覆い安全を確保しよう。

大きな地震が起きた際
には窓ガラスや食器が
割れてケガをする恐れ
が。特に停電時は大変
危険なので屋内でも
靴を履いておこう。

地震で建物がゆがみ、
ドアなどが開かなくなる
ことも。いつでも避難が
できるよう、窓や玄関の
戸を開けて逃げ場をつ
くろう。

地
震
発
生

いつどこで地震に遭うか分かりません。日頃から想定を！

地震発生時は、自分の置かれている状況が
つかめず、混乱しがち。まずは自分と家族の
身を最優先に守ろう。これはあくまで行動の
一例。そのときの状況によって判断しよう。

揺れを感じたときの10分間行動の例

7分5分2分1分

トイレの場合

浴室の場合

身を守る 靴を履く 出口を確保 火元・ブレーカーの確認

地震発生後は、火が広がる恐れが。
自宅が安全と判断した場合も、いつ
でも避難できるように準備しておこ
う。また、地震発生時は情報が錯綜
しています。うわさなどに惑わされ
ず、正しい判断ができるよう、ラジオ
などで正確な情報を収集しよう。

10分

自宅待機
情報収集

揺
れ
の
大
き
さ
で

状
況
判
断
！

避難経路に沿って、速やかに避難。
避難

26～29ページで
事前に避難経路を
  想定しておこう。

閉じ込められる危険性が高いので揺れを感じたらドアを開けて
おこう。すぐに逃げられるよう、廊下や玄関など安全な場所に移動！

裸でいるため、鏡や電球が割れてケガをしやすく危険。洗面器などで
頭を保護し、すぐに浴室から出て安全な場所に移動しよう。

気象庁は、震源近くで初期微動（P波）を検知すると、
ただちに緊急地震速報を発信します。
直下型地震の場合は、緊急地震速報が
届いてから、家や家具が倒れるような強い
揺れ（主要動）が到達するまでの時間が
短いため、非常に危険です。

緊急地震速報の仕組み

こんな時は…

阪神大震災

震度5相当以上の地震が起こると、「マイコンメ
ーター」が自動的にガスを止めてくれるように
なっています。また、通電再開時に火事が起こ
ることも。電気のブレーカーは必ず落とそう。

危険を感じたらすぐに身を守ろう！
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い、近所の一人暮らしのおばあちゃんを連れて高台へ。避難の際、家の玄関の施錠など、冷静に行動しようという意識はありましたが、高台につくと、

東日本大震災時は、自宅で半端じゃない揺れを感じました。すぐに津波が来ると思 隣に住む小学生の兄弟がいません。この時間は彼らのお母さんが家にいないということが、頭から抜けていたのです。後で隣を訪ねると、子どもたちだけでリアルVOICE  岩手県釜石市/紺野 悦男さん：
こたつの中に隠れていました。非常の際に、時間帯や場所などさまざまなことを想定し、誰に助けが必要か日頃から意識をしておく必要があると思いました。

地震で怖いのは火事。揺れが
おさまったら火元をチェックしよう。

その他に火が出る想定場所
（ （

□ガスコンロ　□ストーブ □タバコ

□水道の元栓

防災

防災

地震で水道管が損傷したり、断水後、
復旧した際に、洗濯機などから急に漏水
し、水浸しになったりすることがあります。

水道の元栓も
チェックしよう！

提供：一般財団法人消防科学総合センター



窓ガラスやキャビネット、
コピー機からすぐに離れ、
安全な場所に身を隠そう。

給湯室の湯沸かし器や電気
コンロ、タバコの吸い殻など、
火元の始末をしよう。

避難の際は階段を使おう。
余震や停電でエレベーターが
停止する恐れがあります。

地
震
発
生

10分5分1分

身を守る 火元の始末 建物から避難

照明器具の落下などを避け、
机の下に隠れ、脚を持って揺れ
がおさまるのを待とう。

公園など安全な場所へ避難。もしくは耐震性の高い比較的新しい鉄筋コンクリ
ートの建物に逃げ込もう。その際、看板などの落下物やガラスの破片、建物の
倒壊に気をつけて。道を歩くときはできるだけ道路の真ん中を歩こう。

窓から離れ、階段では転げ落ち
ないよう手すりにつかまりなが
ら避難しよう。

勝手に学校を飛び出して帰宅など
せず、先生の指示に従って安全に
行動しよう。

地
震
発
生

10分5分1分

身を守る 校舎から避難先生の指示に従う
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●各部署で防災責任者や避難誘導などの役割を決めておこう！
●エレベーターに乗っているときに揺れた場合は、
　閉じ込められる危険性を減らすために全ての階のボタンを押そう。

校庭にいる場合は、校庭の真ん中に集まろう。
窓ガラスが割れたり、塀が倒れてきたりするおそれがあるよ。

POIN
T！

防災

POIN
T！

防災

「余震がおさまった？」と思った所へ突き上げるような大きな揺れがきて、
飛んできた仏壇の下敷きに。しばらく気を失い、意識が戻ると、目の前は真っ暗闇。息がものすごく苦しかった。震度7の地震では思うように動けないので頭を守って、しゃがみこめばよいと思います。
リアルVOICE 「人と防災未来センター・語り部」 庄野 ゆき子さん：

※「震災を語る/人と防災未来センター」より一部抜粋　

で地震が発生したら、どうする？職場

で地震が発生したら、どうする？学校

で地震が発生したら、どうする？屋外



大声で「火事だ」と叫び
周囲に知らせる。どんなに
小さな火災でも119番に
通報しよう。

火が天井に達していな
い場合は消火器や浴室の
水を使って初期消火に
努めよう。

知ってる？「煙の怖さ！」

燃えている部屋の窓やドア
を閉めて空気を遮断し、で
きるだけ体を低くし、口と
鼻をハンカチなどで覆って、
速やかに屋外へ避難しよう。

10分2分1分

通報 初期消火 建物から避難

火 　災 火災が発生したときの10分間行動の例
火災が発生した場合、出火直後の初期消火は大切ですが無理は禁物。
１人で消火しようとせず、近所の方など周囲に協力を求めよう。

火
災
発
生

火が天井に
届く前に！

煙によって視界が奪わ
れ、住み慣れた家でも、
方向が分からなくな
るので大変危険！

頭痛・耳鳴り・めまい・吐き気を
もたらし、思考力・判断力が低下！
対処が遅れると体の自由が利か
なくなる恐れも！

濃い濃度のガスを吸うと、
一瞬で身体の機能が
停止！中毒・窒息で命を
落とすことも。

⇒やけどの応急手当は、41ページへ！

オフィスや高層ビル、よく行く商業施設などでも、
万一に備えて避難経路を確認しよう。

POIN
T！

防災

防災

津　波

地震発生後は避難勧告の情報を
確認し、高台や高層ビルなどへ避難！

災害発生時にしてはいけない つのコト7

津波の危険から身を守る行動
東日本大震災でも多大な被害を引き起こした津波。広島でもその危険性はゼロ
ではありません。避難勧告が出たら速やかに高台などへ移動しよう。

東日本大震災

□  家の近くの高台
　  …どこにあるか、すぐにイメージできますか？
□「揺れを感じたらすぐ避難」
　  …場所によっては、早くて数分で到達します！
□ 津波警報・注意報がでたら「揺れを感じなくてもすぐ避難」
　  …近くで起こった地震が津波になるとは限りません。
□ 油断は禁物
　  …津波は繰り返し襲ってくる場合があり、繰り返すごとに高くなることも。
□「河川の近くも危ない」
　  …河川を上って津波が到達することも。橋を破壊する可能性もあるので、気をつけて。

ライターなど
火を使用しない ブレーカーを上げない 電気のスイッチには

触れない
エレベーターは
使用しない

海辺・河川付近を確認しておこう！

1つずつ
確認しておこう！

□ □ □□

不要不急の電話の
使用は控える□ 屋内を裸足で

歩かない□ 避難のときに
車は使用しない□

リアルVOICE 兵庫県神戸市/のぶえさん： よる断水で消火活動もままならず、沢山のものを失いましたが、地震を通して、当たり前の物が当たり前にある幸せ、人とのつながりと
コミュニティが持つ力を再認識しました。した。当時は「通電火災を防ぐためにブレーカーを落とす」といったことも知られていなかったように思います。地震に

阪神大震災のとき、私の住む長田区は火災で大きな被害を受けま

提供：一般財団法人消防科学総合センター

火災の死因の
多くは、
煙とやけど。

火事だー！
消火器がないときは、

濡れシーツや、
バケツの水をかけよう！

知っていますか？
広島県には東日本大震災によって避難している方が437 人いらっしゃいます。
災害後のサポートは被災者にとってとても重要で、必要としている方が多くいます。

ひろしま避難者の会「アスチカ」は当事者団体として、避難者の継続的なサポートや
避難者と広島のサポーターを繋ぐお手伝いなどを行っています。

まずは『アスチカ』で
検索してください。

避難者へ明日へすすむ力を ─アスチカ─ 
•　• •

※

※2016年2月現在
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株式会社 大野石油店
取締役 大野貴嗣

提供：兵庫県石油商業組合

災害時のサービスステーションの役割とは？
県下に直営店・特約店、合わせて49店舗を展開する、
大野石油店の大野貴嗣さんにお話を伺いました！

石油が支える、
ひと、街、暮らし。

阪神大震災で揺れと火災に耐えたサービスステーション

サービスステーションには「給油」「安定供給」
「万一の備え」という3つの役割があります。いざと
いうときにも安心して走行していただくための
日常点検はもちろん、お客様一人ひとりのカーラ
イフサポートのご提案をしていくことが使命だと
考えます。

ケガ人や要支援者がいたら車を使わざるを得ないこ
とがあります。車種にもよりますが、国産車なら給油
ランプがついてから走れるのは大体約50～100㎞ま
で。東日本大震災後にはガソリンを求めて約5～10
㎞の行列ができました。万一のときに必要なガソリ
ンは常に残して、早めに給油することが備えになり
ます。

サービスステーションは、危険物を扱うため厳しい
消防法や建築基準法に基づいて建設されています。
阪神大震災では多くのサービスステーションが揺れに
耐えました。東日本大震災でも津波被害の少な
かったサービスステーションがすぐに補修され、
緊急車両への給油も含め、復旧・復興の拠点と
なりました。大野
石油店も、非常
時に１日でも長く
給油できる運営を
日々心がけてい
ます。

提供：全石連

東日本大震災直後のサービスステーション

例えば停電になったとき、冬の暖はどうやってとり
ますか？電池式石油ストーブ、もしくは車でヒー
ターをつけるといった方法もありますが、そのときに
必要なのが灯油や
ガソリンです。東日
本大震災後には、
全国の石油組合が
連携して避難所や
公共施設へ灯油を
運び、被災者の方々に
暖かさと安心を届け
ました。

提供：全石連

東日本大震災直後、手回しでガソリンを
汲み上げ供給し続けた様子

TEL. 082-221-9107
ホームページ  http://www.ohno-group.co.jp/

広島市中区西白島町22番15号本 社


