
倒れている人の
反応を確認1

気道の確保と
呼吸の確認3

反応がない場合
助けを呼ぶ
（119番通報）

2

AEDを使用4

災害時の処置
災害時は思わぬケガをしやすく危険。負傷し
た際は、早く対処することが大切です。正し
い応急手当の方法を知り、万一のときに備え
よう。

応急手当の方法、知っていますか？
いざというとき役立つ！

AEDを使った心肺蘇生法

AEDの電源ボタンを押し、音声
メッセージとランプに従って操作。
心臓の状態をAEDが判断。自動的に
電気ショックが必要かどうか教えて
くれます。

あなたの自宅・職場周辺のAED設置場所をチェック！

応急手当で使える代用品

〈自宅周辺〉 〈職場周辺〉

出血している部分にガ
ーゼや清潔な布などを
直接あて、強く圧迫。
感染予防のためゴム手
袋やビニール袋などを
必ず着用しよう。

■止血

そえ木になる新聞紙
や傘、バットなどを
用意し、折れた骨の
両側の関節とそえ
木を布などで固定。

■骨折・ねん挫の
　応急手当

痛みがなくなるまで15分以上きれいな水で
冷やす。衣類を着ている場合は、脱ぐとき
に皮膚が傷つくので、衣類を着たままで冷
やそう。

■やけどの
　応急手当

心肺蘇生法に
ついて詳しくは
コチラ！

●保温
⇒ 新聞紙など

●そえ木
⇒ 新聞紙、傘、バットなど

傘をそえ木の代わりに ストッキングを包帯の代わりに 新聞紙でお腹や足元を保温

●包帯
⇒ ストッキング、ネクタイ、
　 カーテンなど

AED使用による1ヶ月後の生存率は 50.4％
「総務省消防庁 平成27年版 救急・救助の現況」より

POINT！
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ある日突然、父が駅構内で意識を失い倒れました。偶然通りかかった
看護師さんが近くにあった備え付けのAEDで応急処置をしてくださり、一命を取り留めました。1ヶ月後の今では後遺症も

なく日常生活ができるまでに回復しています。これまで自分達は使うことがないだろうと思っていたAEDですが、万一の備えが
「身近に存在すること」のありがたさと重要性を改めて感じました。

リアルVOICE 兵庫県神戸市/田川 慶さん ：

すぐ使えるように！

●

●

●

●

●
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防災



要支援者・ペット
妊婦や子ども、高齢者、ペット連れの
方などは災害時の避難が困難になる
場合があります。それぞれの方に配慮
し、助け合うことが大切です。

限られたスペースしかない避難所では、授乳の
場所も限られます。授乳ケープなどを準備して
おくと安心。また、妊娠にかかわらず生理用品の
準備も忘れずに！

■妊婦・産後の女性

母子健康手帳
診察券
生理用ナプキン

授乳ケープ

災害時は人が殺到し、落下物が散乱するので、
ベビーカーでの避難は避け、抱っこ紐を使おう。
日頃から子どもと一緒に家庭内で避難訓練を
することも大切です。

■小さな子ども

日頃から地域の集まりに参加し、ネットワークを
築いておくことが大切です。災害はいつ発生する
か予測不可能。枕元に必需品を置いておこう。

■高齢者

抱っこ紐 粉ミルク・離乳食
（赤ちゃんの月齢に応じて）おしり拭き

紙おむつ
迷子札子どもが好きな

お菓子やおもちゃ

必要なモノをチェック！

服用している薬 老眼鏡

保険証・お薬手帳
入れ歯・入れ歯洗浄剤 尿とりパッド

そなえる！

災害に遭ったとき、どうやって大切な人と連絡をとる？
「災害用伝言ダイヤル・伝言板」を活用しよう！

「災害用伝言ダイヤル」…………被災地への連絡がつながりにくい状況に
　　　　なったときに、利用できる伝言サービス。

もしも！のときの使い方

メッセージを録音するときも、聞くときも、
　　　　をダイヤル！
そのあとは音声ガイダンスをよく聞いて利用しよう。
１７１  

携帯電話

固定電話

各社の公式サイトのトップ画面から、災害用伝言板にアクセス。
伝言はパソコンからでも確認できます。
NTTドコモ http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi
KDDI（au） http://dengon.ezweb.ne.jp/

ソフトバンク http://dengon.softbank.ne.jp/
ワイモバイル http://dengon.ymobile.jp/info/

※インターネットを
　使用します。
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・「災害用伝言ダイヤル」は同じ広島県内で使用する際も、市外局番が
必ず必要。携帯電話から固定電話にメッセージを録音することは
できますが、携帯電話にメッセージを録音することができません。
相手が携帯電話しか持っていない場合は、インターネットを利用
し、伝言を残そう。
・災害発生直後は、被災地域の録音が優先されるので、
  被災したら自ら進んで情報を発信しよう。

POI
NT！

防災

いざというとき、焦らず伝言ダイヤルが使えるように、
体験利用してみよう！

体験利用提供日

［　　　　　　］
［　　　　　　］

［　　　　　　］
［　　　　　　］

毎月 1日、15日 正月三が日
（1月1日～1月3日）

防災週間
（8月30日9:00～9月5日17:00）

防災とボランティア週間
（1月15日9:00～1月21日17:00）

我が家の体験利用日
月　　　日

災害用伝言ダイヤル１７１を体験利用してみました。ガイダンス
に従えば意外に簡単にできました。家族でどこに避難するかは話をしていますが、さらに「１７１を使って連絡をとる」という

ことを決めておけば、いざというとき、より細かく所在を伝えられるので、安心ですね。私も阪神大震災を経験しましたが、災害が起こると、
気持ち的に焦ってしまうので、一度体験利用してみて、使い方を共有しておいた方がいいと思いました。

DJ’s VOICE 貢藤 十六（広島FM「5COLORS」DJ）：

ペットも大切な家族！日ごろのしつけやキャリー
バッグに慣れさせてあげることで、災害時に安全
に避難できます。餌はもちろん、ペットに必要
な物を準備しよう。

■ペット

ドッグフード

おもちゃ ハーネス

キャリーバッグ・
ペットケージキャットフード　

広島県社協 検索

突然の災害で
家に泥がいっぱい…。

～一人ひとりの思いをつなぐ“社協”～

※社協とは、
　社会福祉協議会の
　略称です。

082-254-3506
広島市南区比治山本町12-2

災害時の暮らしの困りごとやボランティア活動の相談は社協へ！

TEL
住  所

（社福）広島県社会福祉協議会
福祉人材課 広島県ボランティアセンター

しゃきょう

何かチカラに
なりたい！



「もしも！」のときと、普段から「そなえる！」　ときの参考に

もしも！＆そなえる！

防災

そなえる！

広島県の防災、災害時の
情報はココに集約！

http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/hdis/

http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/hdis/kids/index.html

気象庁

広島県
社会福祉協議会

http://www.jma.go.jp/

http://www.hiroshima-fukushi.net

http://www.houterasu.or.jp/hiroshima/

高性能のレーダーを見ながら、自分の地域の雨雲の動き
の予想や、現在の雨量を確認しよう。

ボランティアの情報が集約。
「何かしたい」と思ったら、まずここを確認。

法律系（弁護士、司法書士他）、技術系（建築士他）、福祉
系（社会福祉士他）の専門家団体が被災者に対し、法的
アドバイスをしてくれる。

もしも！

そなえる！

QRコードを
読み込もう！

QRコードを
読み込もう！

QRコードを
読み込もう！

広島県防災
Web

●特別警報発令
●土砂災害警戒情報
●避難情報
●交通情報
●道路規制
●ライフライン

自分の住む場所に、避難が必要な警報が出ているかどうか。
自分の住む地域に、土砂災害の恐れがあるかどうか。
自分の住む場所に、避難指示や勧告が出ているかどうか。
JRや広島電鉄、アストラムライン、バス会社、船舶、空港のリンクを集約。
高速道路などのリンクを集約。
広島県の主な電気、水道、ガス、電話会社のリンクを集約。

●土砂災害ポータル

避難所・避難場所検索

自分の住む場所が、どういう地形なのか、事前に理解しておこう。
「土砂災害警戒区域」など、地図で確認！
自分の住む場所の高潮・津波の可能性を確認しておこう。
「高潮/津波浸水想定図」など地図で確認！

登録すれば、広島県の気象や雨量などを、
メールで知らせてくれます。

●高潮・津波災害
　ポータル
●防災情報メール
　通知サービス

【 広島県防災情報ステーションforキッズ】
子ども向けの

防災ページもあるので、

のぞいてみよう！

もしも！

【 首相官邸のTwitterもチェック！ 】
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……
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…………

（事務局：法テラス広島）

広島県災害復興
支援士業連絡会

日本損害
保険協会

広 島 市
（ 消 防）

首相官邸
（防災情報）

http://www.sonpo.or.jp

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/genre/1001000000583/index.html

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/index.html

@kante i

災害保険については、ここで調べよう。実際に被災した
際の義援金も、ここで情報を得ることができます。

火災時の消火方法や、救急車を呼ぶ際の判断材料など、
詳しく知ることができます。

災害時にどのようなことが起こるのか、分かりやすく解説。

自分の住む地域の避難所の場所を確認。
災害に合わせたものになっているので、
マップを作る際に役立てて。（P26～29）

広島県「みんなで減災」はじめの一歩

44 45

備えてますか？

プレゼント実施時期　2016年3月16日(水)～2016年6月29日(水)
プレゼント実施番組　毎週水曜日  10:30頃から「MORNING ALIVE」
ラジオを聴いて、応募して、この非常食をあなた自身で完成させてください。 ※写真はイメージです。

このパンの缶詰は、広島FMのラジオ番組でプレゼントしていきます。

広島FMでは、あなたが「防災」を「自分事」として考えるきっかけになればと、
防災ハンドブックとコラボした缶入りソフトパンを製作しました！
缶のラベルには、あなたの大切な人の情報などを、あなたの手で書き込む欄があります。

 　広島FM PRESENTS

住んでいる地域の避難所をネットで改めて確認しました。パッと見ただけでも、避難場所が狭い！足りないと感じました。
リスナーズVOICE ラジオネーム/あけぼのタンバリンさん：

子どもたちと避難場所についてもう一度確認し直さなきゃいけないと思いました。

情報は2016年2月現在のものです。

防災


