
あなたの備え、
本当にそれで充分ですか？

災害が発生したときは、誰もが動揺します。

家族と離ればなれになったら？
連絡がとれなかったら？何を持って逃げる？など

いろいろな場合を想定して
あらかじめ考えておくことが大切です。

「もしも」のとき安心して行動できるよう
家族と一緒に事前に備えよう！

広島FMでは、
普段の番組の中で、
「防災」について考える
きっかけを発信しています。

!
そなえる！編

広島に密着した情報を。

情報発信

いざというとき
頼りになる

情報が早い

刺激が
強すぎない

52.7％

39.0％

22.3％

東日本大震災では、目を背けたくなる状況が多くあり、
そうした情報にふれたくない、
子どもにふれさせたくないという方が多かったのも事実です。

そんな中、他のリスナーからの応援のメッセージや、
ふと流れてくる「上を向いて歩こう」「アンパンマンのマーチ」と
いった励ましを与えてくれる曲たち、
温かみのあるパーソナリティの言葉が、
たくさんの人を勇気づけたとして、
ラジオは再評価されました。
ラジオは普段から、人と人とのコミュニケーション、
そして音楽で成り立っています。
被災したときには、こうした放送が、
心強い味方になってくれるはずです。

例えば、2015年9月1日の「防災の日」に
は、この防災ハンドブックの監修をお
願いした、松井一洋教授のアドバイスを
朝、昼、夕方の番組で放送し、防災の大切
さをリスナーと共有しました。また、3月
11日や8月20日といった、大きな災
害が起こった日には、各番組があの日の
記憶を伝える工夫を行っています。私も
「みんなで減災」推進大使として、番組に
情報を発信することがあります。普段
意識することなく、忘れがちな「防災」を、
番組をきっかけに思い出し
て、家族や職場の人たちと
話し合ってもらえたら幸
いです。

広島県
「みんなで減災」

推進大使

広島FMアナウンサー
磯貝 修也

いざというとき、
 あなたによりそう存在  でありたい。
あなたはラジオに、ふれたことがありますか？

※（2011.4.23~24東京30km圏内に 
　居住する男女20～69歳300人）
　ビデオリサーチ調べ

ラジオは人と人をつなぐメディア。

あなたは、災害が起こったとき、
どこから情報を得ようとしますか。
テレビは映らない、ネットにつながらない。
つながったとしても、果たして信用できるか…。

そんなときは、ラジオをつけてみてください。
ラジオは、電池があれば動きます。

東日本大震災で被災した方が、当時本当に欲しいと
思った情報は、どれだけ被害がひどいかではなく、
「避難した人がどこに行けばいいのか」
「どこでどんなサービスが受けられるか」といった、
地域密着の情報でした。

広島FMでは、こうしたリスナーの声を受け、
行政、企業、団体等から、さまざまな情報を集め選択し、
本当に求められている情報発信を、心がけています。

＆
音楽

コミュニケーション

3.11 以降、ラジオに
対して強まったイメージ

いろんな
ラジオの聴き方

1番いいのは、手回しラジオを備えて
おくこと。電池もいらず、自分の力で
発電できます。

※スマートフォンでは電池を消費するので、どう
しても必要なときか、もしくは充電が可能な環
境で使用してください。

ラジオをつけたら、
周波数を広島FMに合わせて。

スマートフォン・パソコンからも
無料で聴ける！

詳しくは、radiko.jpで検索。

広島市大規模土砂災害時は、ボランティアに参加しました。泥を土嚢袋に詰め
ながら、自然の猛威を肌で感じました。ボランティアに向かう気持ちが、たくさん反映されるように行政と協力し、素早い態勢作りが急務だと感じます。
リスナーズVOICE ラジオネーム/福山のくまひげさん：　　　　　　　　　

ラジオの力チ
カ
ラ

佐東
西条
三次

82.3 MHz
77.8 MHz
83.5 MHz

五日市
可部
大崎
尾道
福山

81.3 MHz /
80.4 MHz /
76.4 MHz /
77.1 MHz /
82.1 MHz /

広　島
呉

千代田
世羅甲山
府　中

78.2 MHz /
81.7 MHz /
86.3 MHz /
81.4 MHz /
85.5 MHz /
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非常時持ち出しグッズ いざ！というときに困らないように、グッズを
両手が使えるリュックサックに入れて保管し、準備
をしておこう。命を守る備え、できていますか？

今すぐ確認！

健康保険証と免許
証のコピーは、万一
通帳などが流され
た際に必要になる
ので必ず準備を。

災害時はATMな
どが長蛇の列に。
公衆電話で必要
な小銭や買い物が
しやすい千円札を
用意しよう。

500

100
10
100

10

1010

1,00
01,000

ガムテープ・油性ペン
安否や居場所を
伝えるための伝言
メモとしても使え
る。

新聞紙
骨折の応急手当て
としても、紙食器の
材料としても大活
躍。寒さを和らげ
られるのも嬉しい。

ポリ袋・
レジャーシート
ポリ袋はさまざまな
用途に使えます。
シートはガラスが飛
散している箇所に敷
いて安全確保を。

丈夫なロープがあ
ればいざというと
きの救助用具に。
また洗濯物を干す
際にも使えます。

ライフラインがス
トップすることも
想定し、長時間温
かさが持続する使
い捨てカイロを。

家族の情報や連絡
方法、避難経路な
どを記入した防災
ハンドブックを非常
時に役立てよう。

ガラス片やがれき
が飛散している場
合、素手での作業
は危険。革の手袋
や厚手の軍手を準
備。

軍手軍手
食品のパッケージ
や缶詰の開封、
段ボール箱の開封
などにも使えるの
で便利。

万能ツールナイフ万能ツールナイフ 雨具
傘は片手がふさが
るのでカッパがおす
すめ。雨や風、ほこり
よけにもなり、防寒
対策にも。

あると便 利なモノ

必ず必 要なモノ

生活必需品の購入や、
手続きなどが必要な
場合があるので、通帳
と印鑑を準備。災害時
は空巣被害も多く、
防犯の意味でも大切。

保険証・免許証現金 通帳・印鑑・権利書など
災害時に屋外で行動する
際に欠かせない防災ず
きんは、避難誘導が聞こ
える耳穴付きがベスト。

1人1日2リットル×家族
3日分を目安に。長期
保存できる飲料水なら
ストックの負担も軽減。

閉じ込められたとき
など、自分の居場所を
周囲に伝えるために
ホイッスルは必携。

防災ずきん

非常食品

ホイッスル

ロープ 使い捨てカイロ 防災ハンドブック

ワンタッチで点火できる
ライターや、長時間燃焼
するろうそくがあれば
停電時も安心。

缶詰や乾物、調味料、レ
トルト食品を準備。加熱
しないで食べられるもの
がおすすめ。

停電時の自宅や避難所
などでの補助照明に。
長寿命乾電池をセットし
ておこう。

ライター・ろうそく

飲料水

懐中電灯

心身のストレスにより
体調不良になることも。
普段飲み慣れている
薬を用意。お薬手帳も
忘れずに。

少ない枚数でやりくりで
きる乾きが早い下着を。
衣類は季節に合わせて
準備しておくと◎。

ケガを負いやすい災害
時は薬品が不足気味。
ケガの手当てができる
消毒液や包帯などを
準備しよう。

常備薬・お薬手帳下着・衣類 救急セット

救急セット

被災中はお風呂に入る
ことも困難なので、汗や
汚れを拭けるタオルや
ティッシュは重宝します。

タオル・ティッシュ

避難場所は床が固く体の
負担に。長引く被災生活
に備えて寝袋も用意し
ておきたい。

寝袋
安否確認などに欠かせ
ない携帯電話を充電で
きるバッテリーはマスト
アイテム。

コンパクトな手回しラジ
オがあれば、停電時も
災害状況などの情報
収集に役立つ。

モバイルバッテリー手回しラジオ

安 全・安心 のために

情 報 収 集 のために

避難生活のために

権
利
書

BANK

お薬手帳

32 33

広島市の大規模土砂災害では毎日現地を訪れ、
被災者の要望を聞き整理し、支援していました。その中で、避難所に寝泊まりされている方から「厚手のジャンパーがあれば…」と伺いました。

あの日は夏でしたが、土砂をかき出し濡れた体は冷えています。ジャンパーは丸めて、枕や、腰の痛みの緩衝材としても使えます。すぐに避難が必要な災害では、
リュック1つに必要最低限のものをいれ避難すべきですが、時間があると判断した場合は、避難後を想定して、必要なものを足すことをお奨めしています。

リアルVOICE 広島市防災士ネットワーク 代表世話人/柳迫 長三さん：

買い足しリスト
●

●

●

●

●

●

防災

足りないものは今買おう！

防災ハンドブック 2016

マッチ

救　 急
セット

救急箱



「気がつけば使用期限切れ」を
なくすために、普段の生活で消費しながら、
補充していく方法もあります。

自宅での備え 大規模な災害が発生すると、ライフラインが
止まり物資供給が停滞する場合も。生活スタイル
に合わせて必要なモノを用意しておこう。生活必需品、備蓄していますか？

備えて安心！

これだけは自宅に用意しておきたい、備蓄リスト！

使いながら、無理なく備蓄！

食　　品

生 　　活

少し多めの状態をキープ

なくなる前に買い出しへ

日常の中で消費
食べ物や日用品を
多めに買う
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⇒おむつや、生理用品、ペットフードなどは大丈夫？詳しくは42ページへ！

あなたの暮らしに欠かせない必需品をチェック！

我が家の防災の日は、　　　月　　　　日です！

家族で「防災の日」を作ろう！

（商品名） ／（期限）　　　 年　　 月　　日 （商品名） ／（期限）　　　 年　　 月　　日

（購入日）　　　 年　　  月　　  日

（購入日）　　　 年　　  月　　  日

（置き場所）

（購入日）　　　 年　　  月　　  日

（商品名） ／（期限）　　　 年　　 月　　日 （商品名） ／（期限）　　　 年　　 月　　日

（商品名） ／（期限）　　　 年　　 月　　日

（商品名） ／（期限）　　　 年　　 月　　日 （商品名） ／（期限）　　　 年　　 月　　日

（商品名） ／（期限）　　　 年　　 月　　日

せっかく備蓄しても、いざというときに使えないことがないように、防災の日を作り、
非常時持ち出しグッズや、備蓄品の使用期限など、本当に使えるかどうかを確認しよう！

「防災の日」は“楽しむ”要素も入れながら工夫して、
家族で防災を考える日にしよう！
例えば、停電を想定し、電気を消した状態で子どもと一緒に食べ物探し。
「暗いと怖いね。灯りはどうやってつけよう？」「どこに缶詰をしまっていたかな？」
「閉じ込められて、この状態が3日続くと、この食料で大丈夫かな？」など。

家族で楽しく

「防災」

□ 加熱せず食べられる物【魚肉ソーセージなど】

□ 菓子類【チョコレートなど】

□ 飲料水

□ 栄養補助食品

□ 生活用水として、お風呂の水は捨てずに1日ためておく
□ いつものお薬・常備薬

□ 保存がきく食べ物【缶詰など】

□ 使い捨てカイロ
□ ライター □ 懐中電灯用乾電池

広島県自主防災アドバイザー　横山ゆかりさんが提案 ！

食品を消費しながらストックする「ローリングストック」を
実践しています。賞味期限が長く、簡単な調理で食べられる、レトルト食品・缶詰・カップ麺などを見えるところにストック。賞味期限

内に食べて、その分買い足しておけば、無理せず続けられ、いざというときに安心です。また災害時に必要な水も同様にストックしています。
短期のローリングストックは、冷凍庫に完成直前の材料等を密封保存、煮て出せば忙しいときや災害時にほっとする“いつもの味”が再現できます。

リアルVOICE 広島県自主防災アドバイザー/佐藤 千代子さん：

使い方

例）カップラーメン／2020年1月1日まで

いつでも使えるように、備蓄用の商品名と、
消費期限、使用期限を書いておこう。 防災消費期限を 一目でわかるように！

POI
NT！

防災 ●普段使っている調味料も、ストックし
てあると、災害時の味気ない食事が
美味しく感じられることもあるよ！

●非常食はどうしても“食べた感”がないので、缶詰の
中でも、そのまま食事の主役になるようなサバのみ
そ煮などがあると、もしものときほっとするね。

防災
日頃から気をつけよう！



扉に開放防止器具をつける。
③つり戸棚

テレビ台は着脱式移動防止ベルトなどで固定。
⑤テレビ

ベルト式器具などで壁と結ぶ。
②冷蔵庫

脚に粘着マットなどの滑り止めをつける。
④テーブル・イス

引き出しストッパーで食器の飛び出しを防止。
⑥引き出し

飛散防止フィルムを貼る。
⑦窓ガラス

キャスターはロックして下にキャスター皿を置く。
⑨キャスター付き家具
脚に粘着マットなどの滑り止めをつける。
⑧ベッド

L型金具や突っ張
り棒で天井に固定
し、ストッパー式器
具を敷く。

⑩タンス・クローゼット

家具の固定
災害により家具類の転倒や落下、移動でケガ
をすることも。転倒しても避難経路をふさがな
い置き方をし、ネジ止めをしてしっかり固定し
ておくことが大切です。

家具の固定、できていますか？
家具類の転倒などは危険！

リビング・キッチン、寝室は転倒すると危険な家具がいっぱい。
家族団らんのスペースも転倒などの防止対策を！

あなたの家を今すぐ確認！
あなたの家の危ない箇所をチェック！

⇒対策は？

⇒対策は？

⇒対策は？

⇒対策は？

⇒対策は？

⇒対策は？

問診１：家を建てたのはいつ頃ですか？
建てたのは、1981年6月以降
1981年5月以前
よく分からない

問診2：今までに大きな災害に見舞われたことはありますか？
大きな災害に見舞われたことがない。
床下浸水・床上浸水・火災・車の突入事故・
大地震・崖上隣地の崩落などの災害に遭遇した。
よく分からない

問診3：増築しましたか？
増築していない。または、建築確認など
必要な手続きをして増築を行った。
必要な手続きを省略して増築、または増築を2回以上繰り返している。
増築時、壁や柱を一部撤去するなどした。
よく分からない

「誰でもできるわが家の耐震診断」をチェック！
あなたのお家は大丈夫？

「一般財団法人 日本建築防災協会」のページ
（http://www.kenchiku-bosai.or.jp/）では、こういったチェックリストが！
まずは自分でやってみて気になる場合は、専門家に相談し地震に強い家をつくろう。

例

続きや解説はこちら
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L型金具などで壁に固定。
ガラスには飛散防止フィルムを貼る。

①食器棚

チェックしてみよう！

僕は高校生のときに、阪神大震災に遭いました。朝早かった
ので、もちろん寝ていたのですが、大きな揺れで倒れてきた箪笥の下敷きになるところでした。その経験から、今では寝

室に自分の身長より高いものは絶対置かないようにしています。また、観音開きの食器棚は、中身が飛び出てくるので、スライド
式の食器棚を選んで使っています。

DJ’sVOICE タケモトコウジ（広島FM「DAYS！」DJ）：

防災

防災

固定器具は、ホームセンターやインターネットで買えるよ！

リビング・キッチン

手がタンスに挟まれる
だけでも、血が止まって

全身が動かなくなることも
あるんだよ！

寝　室

❹ ❻

❶

❺

❸❷

❾

❼

❽ 10



地域とのつながり、保険の確認 日頃から近所の人と交流し、町内会・
自治会の防災活動に参加することも大切。
支援制度や保険もチェックしておこう。被災時に困らないために、今できることは？

輪を広げよう！

「小さい子どもがいる」「足が不自由な高齢者がいる」「何人家族」など、自分のことを地域の人に知ってもらって
おけば、災害が起きたときに助けてもらえることも。
広島県では町内会・自治会を基本とした自主防災組織が1,906組織設立されています。（2015年9月1日現在）

普段から、地域とのつながりを持とう！ 火災保険では地震などで住宅が損壊した場合、保障されないケースがほとんどです。
地震や噴火、津波などで住宅が損壊した場合、国の「被災者生活再建支援制度」の対象になっても、
家を直すには、それだけでは足りない場合がほとんど。地震保険でまかなうことも視野に入れておこう。
※地震保険は単体では入れず、火災保険とセットで加入することになります。

あなたの保険は、災害に対応していますか？

あなたの保険をチェック！

普段体験・経験していないと、災害が発生した時に動けないもの。地震が起きたとき、火災が発生したとき、
土砂災害・水害が起きたときにどう行動し、地域の人とどう連携するかを日頃から訓練しておこう。

6月の「ひろしま防災月間」で備えよう！

自然災害で被災したときに、生活再建へのさまざまな制度が用意されています。制度によっては、被災した
家屋や事業所などの被害の程度を証明する「り災証明書」が必要になるので、在宅地の市区町村に申請しよう。

もし、災害に遭ったら生活はどうなるの？？

◎親や子どもなどが死亡
　…災害弔慰金
◎負傷や疾病による障害が出た
　…災害障害見舞金
◎当面の生活資金や生活再建の資金が必要
　…被災者生活再建支援金、災害援護資金
◎税金の減免を受けたい
　…所得税の雑損控除、所得税の災害減免

◎住宅を再建したい
　…災害復興住宅融資
◎仕事を再開したい
　…公共職業訓練、求職者支援訓練、職業訓練受講
◎学校に復学したい
　…日本学生支援機構の緊急・応急の奨学金、
　　国の教育ローン災害特別措置
◎事業を再興したい
　…災害復旧貸付、中小企業・農業漁業者への融資制度

あなたの地域の町内会・
自治会をチェック！

あなたの地域の防災活動をチェック！
日時： 場所：

⇒詳しくは広島県ホームページ　http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/bousaigekkann.html

ー ー契約者名 連絡先

保険会社 商品名

ー ー契約者名 連絡先

保険会社 商品名
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□ 地震保険に入っている？　□ 火災保険は、家財も対象？　□ 火災保険は、水害も対象？

⇒保険の見直しについて、詳しくはこのホームペ－ジを参照しよう！45ページへ

私の地区では、「DIG（ディグ）訓練」を実施
しています。これは近所の方と地図を囲み、どのくらいの雨で、どこが浸水するか、どういうルートで逃げるかなど、地図上で想定を

行います。大規模土砂災害が起こる前の年に、これを実施していたことで、いざというとき早めに自主避難したり、土嚢を積んだりと、それぞれが
自分で対策を行うことが出来ました。地域の避難訓練などに参加し、1人1人が災害を想定し、いざというときに行動できるようになってほしいです。

リアルVOICE  安佐北区三入学区自主防災会連合会会長/新木 信博さん：

● 地震による火災で自宅に延焼
● 落雷でテレビが壊れた
● 自宅が集中豪雨で浸水
● 土砂災害や津波で車が壊れた

地震保険と火災保険にセットで加入
加入中の火災保険で、家財が補償の対象か確認
加入中の火災保険で、水害が補償の対象か確認
車両保険（土砂災害・洪水）、
または地震・噴火・津波特約に加入

「困
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