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●広島県には、
　土砂災害危険箇所が約32,000ヵ所！
　全国1位の多さです。

●2014年8月20日に発生した広島土砂災害では、
　土石流107ヵ所、崖崩れ59ヵ所と、
　土砂災害は合計166ヵ所にも及びました。

●2015年9月に鬼怒川が氾濫した、
　関東・東北豪雨災害。
　もし今、同じ規模の雨が太田川流域に降ると、
　33km2以上が浸水し、
　25万人以上が被害に遭うことが
　想定されます。

⇒土砂災害・水害について15ページへ!

●2014年の全国の火災は約44,000件。
　1日当たり約120件。
　およそ12分に1件の割合で、火災が起きています。
●3月・4月は全国的に火災が多く、
　広島県内でも1日3件以上の割合で
　火災が発生しています。

●広島県内では毎年1,000件前後の
　火災が起こっています。出火原因を見ると、
 「放火」「放火の疑い」が最も多く、
　2つを合わせた合計件数は、2005年からの
　10年間のうち、9年で最多となっています。
　そのほか、たばこ・コンロ・たき火など
　身近な原因が、毎年上位を占めています。

●日本列島の南にある海底の溝、南海トラフ。
　この南海トラフを震源とする
　マグニチュード8～9クラスの地震が、
　今後30年以内に70%の確率で起こると
　想定されています。

●広島県は、南海トラフ巨大地震が発生すると、
　約15,000人の死者が出ると
　想定しています。しかもその9割以上は、
　津波や、堤防・防波堤が壊れることによる
　浸水被害で亡くなるとされています。
●近年では、断層が確認されていない
　地域でも地震は発生しています。
　広島県内で直下型地震が発生した場合、
　1,500人を超える死者数が
　想定される地域もあり、
　そのときの建物被害は
　81,000ヵ所以上にも及びます。

2014年8月広島土砂災害（八木3丁目） 提供：国土交通省中国地方整備局

2014年8月広島土砂災害（安佐北区可部東） 提供：国土交通省中国地方整備局

東日本大震災（石巻市役所雄勝総合支所 ） 提供：一般財団法人消防科学総合センター

土砂災害・水 害

地 震

火 災

⇒火災について23ページへ！

⇒地震について18ページへ！

阪神大震災  提供：神戸市
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カメラマークがあるページは
写真を撮って、いざ！というときに
役立てよう。

私がナビをするよ！

【   目　　次   】

「書き込みスペース」は
自由にどんどん書こう！

チェックポイントは
自分で確認しておこう！

もしも！編

■土砂災害・水害
■地震
■津波
■火災
■みんなで書こう!!
　自宅周辺の避難マップ
■職場の人と考えてみよう
　職場周辺の避難マップ
■学校で災害にあったらどうする？
　学校周辺の避難マップ
■ラジオの力

■非常時持ち出しグッズ【命を守る備え、できていますか？】
■自宅での備え【生活必需品、備蓄していますか？】
■家具の固定【家具の固定、できていますか？】
■地域とのつながり、保険の確認
　【被災時に困らないために、今できることは？】

■災害時の処置【応急手当の方法、知っていますか？】
■要支援者・ペット
■「災害用伝言ダイヤル・伝言板」を活用しよう！

P.32

P.34
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P.38

P.40
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P.43

■広島FM  DJ  大窪シゲキが訊く8.20に起きた事
■起こらないと思っていませんか？ 自然災害
■広島FMパーソナリティ徳永真紀が行く 防災まちあるき
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そなえる！編

【あわてず対処！土砂災害・水害の備え】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・ ・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

P.44

P.46

P.47

■「もしも！」のときと、
　普段から「そなえる！」ときの参考に
■
　知っておきたい入手方法
■
　書き込んでおこう！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【揺れを感じたときの10分間行動の例】

【津波の危険から身を守る行動】

【火災が発生したときの10分間行動の例】

この防災ハンドブックは

災害は、いつどこで、どんな規模で起こるか予測ができません。
予測ができないからこそ、事前の対策が必要なのです。

だからこそ、今すぐに！
自分を、そして家族を守るために、

あなたの大切な人と一緒に話しあいながら、
あなたに必要な情報を、この“未完成”の防災ハンドブックに書き込んで、

「あなただけの防災ハンドブック」を完成させてください。

もしもの時、完成した防災ハンドブックが、
あなたをしっかりサポートしてくれるはずです。

防災

防災ハンドブック
Webページ

書き込みのヒントや、
参考になるWebページ
のリンクを掲載。

http://hfm.jp/sp/bousai2016/

どこで情報を得る？

家族や親しい人とはぐれたときを想定して、
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広島市安佐南区緑井 提供：国土交通省中国地方整備局  提供：国土交通省中国地方整備局

2 014年8月2 0日。

最高時速約70kmとも言われる速度で

広島市の住宅地に襲いかかった土石流。

深夜に発生した大規模土砂災害は、

布団の中で寝ている人たちを襲い、

気づいたときには土砂で玄関から逃げ出すこともできず、

助けを求める声は雨音にかき消されました。

これは、遠い国で起きたことではありません。

私たちが住む、広島で実際に起こったこと。

もし、あの日。早く避難していたら。

もし、あの日。身を守る方法を知っていたら。

もしもの備えで、救える命がたくさんあります。
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他人事ではなく、自分事。
あの日の経験を学びに変える。

大窪　横山さんが被災されたとき、どんな状況で
したか？
横山　8月19日の夜8時過ぎごろから大雨が降り
はじめたんですが、まさかあんな大規模災害が起
こるとは思わず子どもたちと就寝しました。午前2
時頃、尋常じゃない雨音と雷の音で目覚め、窓の
外を見ると、庭に茶色の水が溢れていて、異常な
光景でした。突然ドーン！というこれまで聞いたこ
とのない凄まじい音が響くと同時に、山が崩れま
した。夫は出張中で不在、2階では子どもたちが寝
ていて、とにかく自分でこの状況をどうにかしなけ
ればと思いました。
大窪　そのときは落ち着いていられましたか？
横山　不安はありましたが、意外と冷静だったと
思います。近くに住んでいる夫の両親にも連絡を
とり、山側の寝室から反対側の部屋に移り、外出
しないよう伝えました。その後、福山市にいる私の
母にも連絡をとり、これからどう行動するべきか
相談しました。

大窪　お母さんも心配されたでしょう？
横山　両親は福山市の芦田川の上流地域に住んでい
るため、母が小さい頃には水害に悩まされていました。
母に状況を説明すると「まず、いつでも避難できる
ように身支度をして、貴重品と替えの服、子どもた
ちが食べるものを用意して高いところへ」と指示を
もらいました。1階は浸水するかもしれないと思っ
たので、ラグマットや家電などを机の上に移動させ
たり、子どもたちのおもちゃをビニールプールに入れ
たり。母と話したことで落ち着いて行動できました。

大窪　外の状況はいかがでしたか？
横山　家の周りは土砂で埋まってしまい、もう逃げ
られる場所がないと思いました。車がフェンスを突き
破っている光景を目の当たりにして、さらに雷で電
気が消えたりついたりを繰り返すのを見ていると、
絶望的な気持ちになりました。子どもたちを着替え
させた後、押し入れに移動させて毛布をかぶせ、「こ
こにいたら大丈夫だよ」と、私の不安が伝わらないよ
う少しでも安心できるように声をかけていました。

起きた事
8.20に
大窪シゲキが訊く
広島FM DJ

2014 年8月20日に発生した広島市の大規模土砂災害で
被災された横山ゆかりさん。当時の状況や災害に対して備えて
おきたいことなどを伺いました。

広島FM DJ

大窪 シゲキ
大窪シゲキの9ジラジ（月～木曜21:00～22:00）
シネマ☆ボックス（土曜21:00～21:30）
阪神大震災で被災し、避難生活を経験。
広島市の土砂災害が発生した際は、
ボランティアにも参加。

横山 ゆかり
夫、長女（6歳）次女（1歳）の4人家族。
2014年8月20日の土砂災害で被災し、
現在では広島県自主防災アドバイザーとして
防災活動を行っている。

大窪　そのときどういう気持ちで押し入れに？
横山　これまで味わったことのない不安感から
死を覚悟しました。いろいろなことを考えながら、
救助されるまでの間、押し入れの中で毛布をか
ぶっていました。

大窪　情報はどうやって入手しましたか？
横山　1階のテレビは泥水に浸かっていたので、
スマートフォンで天気図を確認しました。
災害後、被災者の多くは住み慣れた土地から離
れた場所に避難していたため、生活を再建するに
も、これから何が必要なのか、情報の入手に困り
ました。働いている人、車がない人、高齢の方な
どは市役所や公民館に行って調べることができな
いのです。例えばラジオでそういった情報を入手
できるとありがたいですね。

大窪　僕が阪神大震災を経験したときは「なぜ
僕なんだ！？」と思いましたが、横山さんはどうで
したか？
横山　住んでいた地域で子育て世帯が被災したの
は私たちだけだったんです。やっぱり「なんで？」と
は思いました。避難生活をしながら、長女は幼稚園
に通っていて、他のお子さんたちとは違う生活をし

ているので「なんでおうちがなくなったの？」とよく
聞かれました。この1年、この経験がマイナスな気持
ちにならないように、試行錯誤しながら、子どもたち
と接してきました。
大窪　僕は被災後、サイレンの音が怖くなりましたが、
横山さん自身は大丈夫でしたか？
横山　目をつむれば土砂崩れの光景が思い浮かび
ます。土砂災害が起こった深夜になると目が覚め、
気が滅入ることもありました。夏だったこともあり、
体力も落ち、子育ても大変で、常にキャパシティを
超えていました。それでも、子どもたちが明るく楽し
そうに遊んでいる姿を見て、救われていましたね。

大窪　そもそも、住んでいた場所が危険だというこ
とを知っていましたか？

横山　家を購入するときに、「この場所は土砂災害
警戒区域です」と書面で見せてもらいました。その
ときに初めて知らされました。
土砂崩れが起きた山では砂防ダムを建設中でし
た。住んでいた地域は防災意識が高く、災害が起
こったときに助け合えるようにと、2011年、地域
にどういう方が住んでいるかを調べ、リストにする
ことになりました。同じ地域の方々を訪ねる中で、
体の不自由な方がいると分かり、自分たちに子ど
もがいることも知ってもらえました。今回の災害で
は救助される際、消防の方に近くに住む人の話を
すると、このリストのおかげで、すでに安否確認が
とれていました。
リストを作るのは、個人情報の観点から難しさも
ありますが、命にかかわることだと説明して理解
を求めながら完成させることができ、実際に、今
回の災害で役立てることができました。

災害時は地域との連携が大切！
自治会や町内会の活動に参加を。

大きなショックから立ち上がれたのは、
子どもたちのたくましさのおかげ。

災害時も災害後も情報は生活の要。

大窪　それを作ることで1人でも多くの命を救え
る可能性があるなら、各地域で取り組みが進ん
でいくといいですね。

起こったそのとき

2014年8月21日 自宅のリビング

2014年8月20日 午前3時自宅の玄関

自宅の裏の砂防ダムを背景に当時を振り返る

2014年8月21日 自宅の庭
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防災

大窪　横山さんが被災されたとき、どんな状況で
したか？
横山　8月19日の夜8時過ぎごろから大雨が降り
はじめたんですが、まさかあんな大規模災害が起
こるとは思わず子どもたちと就寝しました。午前2
時頃、尋常じゃない雨音と雷の音で目覚め、窓の
外を見ると、庭に茶色の水が溢れていて、異常な
光景でした。突然ドーン！というこれまで聞いたこ
とのない凄まじい音が響くと同時に、山が崩れま
した。夫は出張中で不在、2階では子どもたちが寝
ていて、とにかく自分でこの状況をどうにかしなけ
ればと思いました。
大窪　そのときは落ち着いていられましたか？
横山　不安はありましたが、意外と冷静だったと
思います。近くに住んでいる夫の両親にも連絡を
とり、山側の寝室から反対側の部屋に移り、外出
しないよう伝えました。その後、福山市にいる私の
母にも連絡をとり、これからどう行動するべきか
相談しました。

大窪　お母さんも心配されたでしょう？
横山　両親は福山市の芦田川の上流地域に住んでい
るため、母が小さい頃には水害に悩まされていました。
母に状況を説明すると「まず、いつでも避難できる
ように身支度をして、貴重品と替えの服、子どもた
ちが食べるものを用意して高いところへ」と指示を
もらいました。1階は浸水するかもしれないと思っ
たので、ラグマットや家電などを机の上に移動させ
たり、子どもたちのおもちゃをビニールプールに入れ
たり。母と話したことで落ち着いて行動できました。

大窪　外の状況はいかがでしたか？
横山　家の周りは土砂で埋まってしまい、もう逃げ
られる場所がないと思いました。車がフェンスを突き
破っている光景を目の当たりにして、さらに雷で電
気が消えたりついたりを繰り返すのを見ていると、
絶望的な気持ちになりました。子どもたちを着替え
させた後、押し入れに移動させて毛布をかぶせ、「こ
こにいたら大丈夫だよ」と、私の不安が伝わらないよ
う少しでも安心できるように声をかけていました。

大窪　被災直後、心の支えになったものとは？
横山　私は母の梅干しのおかげで食欲がなくても
ご飯を食べられました。災害に遭うということは、今
の自分ではいられなくなるということ。その中で気
持ちを落ち着かせるために、自分に何が必要なのか
をぜひ知っておいていただきたいです。
大窪　被災後、生活はどうやって立て直しましたか？
横山　家は土砂に埋まり、さらに地盤も沈下しま
した。家は保険で補えましたが、地盤は保険の対
象ではなかったので住み慣れた我が家に戻ること
はできません。少しでも危険な場所に住まわれてい
る方は、幅広く自然災害もカバーしてくれる保険に
するのがよいと思います。実際に私の母は災害の
経験から家財保険にも入っていました。もしものと
きにまとまったお金があれば、早く生活を立て直
すことができます。災害は何が起こるか分かりま
せん。だからこそ、いろいろな場合を想定して防災
をすることが大切です。

●災害で命を落とすということは、あなたの大切な人を予期せぬ形で失うという
こと。 災害は必ず起こるもの だということを想定して、災害に備えましょう。

●災害情報、生活の再建など情報の入手は最重要！あらかじめラジオが聴けるアプリ
をスマートフォンに入れておいたり、どこでどんな情報が手に入るのかを把握しておこう！

●家財保険は水害以外にも、落雷によるパソコンなど家電への被害に対応したも
のまでさまざま。自分の住んでいる場所、生活に合った保険選び が重要です。

大窪　そのときどういう気持ちで押し入れに？
横山　これまで味わったことのない不安感から
死を覚悟しました。いろいろなことを考えながら、
救助されるまでの間、押し入れの中で毛布をか
ぶっていました。

大窪　情報はどうやって入手しましたか？
横山　1階のテレビは泥水に浸かっていたので、
スマートフォンで天気図を確認しました。
災害後、被災者の多くは住み慣れた土地から離
れた場所に避難していたため、生活を再建するに
も、これから何が必要なのか、情報の入手に困り
ました。働いている人、車がない人、高齢の方な
どは市役所や公民館に行って調べることができな
いのです。例えばラジオでそういった情報を入手
できるとありがたいですね。

大窪　僕が阪神大震災を経験したときは「なぜ
僕なんだ！？」と思いましたが、横山さんはどうで
したか？
横山　住んでいた地域で子育て世帯が被災したの
は私たちだけだったんです。やっぱり「なんで？」と
は思いました。避難生活をしながら、長女は幼稚園
に通っていて、他のお子さんたちとは違う生活をし

ているので「なんでおうちがなくなったの？」とよく
聞かれました。この1年、この経験がマイナスな気持
ちにならないように、試行錯誤しながら、子どもたち
と接してきました。
大窪　僕は被災後、サイレンの音が怖くなりましたが、
横山さん自身は大丈夫でしたか？
横山　目をつむれば土砂崩れの光景が思い浮かび
ます。土砂災害が起こった深夜になると目が覚め、
気が滅入ることもありました。夏だったこともあり、
体力も落ち、子育ても大変で、常にキャパシティを
超えていました。それでも、子どもたちが明るく楽し
そうに遊んでいる姿を見て、救われていましたね。

大窪　そもそも、住んでいた場所が危険だというこ
とを知っていましたか？

横山　家を購入するときに、「この場所は土砂災害
警戒区域です」と書面で見せてもらいました。その
ときに初めて知らされました。
土砂崩れが起きた山では砂防ダムを建設中でし
た。住んでいた地域は防災意識が高く、災害が起
こったときに助け合えるようにと、2011年、地域
にどういう方が住んでいるかを調べ、リストにする
ことになりました。同じ地域の方々を訪ねる中で、
体の不自由な方がいると分かり、自分たちに子ど
もがいることも知ってもらえました。今回の災害で
は救助される際、消防の方に近くに住む人の話を
すると、このリストのおかげで、すでに安否確認が
とれていました。
リストを作るのは、個人情報の観点から難しさも
ありますが、命にかかわることだと説明して理解
を求めながら完成させることができ、実際に、今
回の災害で役立てることができました。

私が私でいられるために、
必要なものを知っておく。

被災経験を語るのは、正直辛いです。
「忘れたい」から「忘れない」と決断するまでには時間が
かかります。それでも被災者が「真実を伝え続ける」のは
“防災”を知っていれば、“災害”から守れる「いま」がある
と学んだからです。
僕らと一緒に備えてほしい。心からお願いいたします。

大窪　それを作ることで1人でも多くの命を救え
る可能性があるなら、各地域で取り組みが進ん
でいくといいですね。

インタビュー
を終えて…

アンダーラインからわかる

学びのポイント！

起こらないと
思っていませんか？自然災害
2015年9月。台風18号の影響で、鬼怒川流域の雨量は2日間で476mmを記録しました。
この雨により、茨城県常総市で鬼怒川が氾濫、2万人以上の方が被害に遭いました。

広島市でも、2005年9月、台風14号の影響で太田川が氾濫しています。
そのときの太田川流域の雨量は2日間で240mm。
県内各地の家屋被害は2,176棟に及びました。
もし今、鬼怒川が氾濫したときと同じ規模の雨が太田川流域に降ると、
25万人以上の方が被害に遭うことが想定されます。

洪水・高潮・土砂災害。過去、広島県内のさまざまな場所で自然災害が起きています。

明日はあなたの住む街で起こるかもしれません。
いざというときに落ちついて行動できるよう、今、備えましょう。　

三次市

庄原市

広島市南区 竹原市

安芸高田市

廿日市市

■死者5名
■住宅被害1,621棟

2010年7月10日‒ 7月16日

2004 年9月7日

■死者5名
■住宅被害4,345棟

1999年6月29日

■死者・行方不明者32名
■住宅被害4,722棟

2004年8月30日

■住宅被害6,125棟

■死者・行方不明者39名
■住宅被害10,011棟

1972 年7月11日

⇒「そなえる！」編
　 32ページ以降へ！

⇒詳しくは39ページへ！

⇒詳しくは44ページへ！

⇒今すぐこのハンドブックを読もう！

・被害状況については、各災害に
おける県内全域の総数を掲載して
います。
・上記は、あくまで広島県内で起
こった自然災害の一例です。

出典:人的被害 広島県防災Web
住宅被害「水害統計(国土交通省)」

提供:竹原市

提供:広島県

提供:国土交通省中国地方整備局

提供:安芸高田市 提供:三次市 提供:庄原市

砂防ダム建設看板の前
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防災

いつも歩いているあの道、こどもたちの通学路・・・

松井一洋教授と徳永真紀が実際に広島市内を歩き、
どこにでもある普通の景色に潜む危険な場所をチェックして
きました。

まちあるき
防 災 災害時には思わぬ

危険箇所になるかもしれません。

徳永真紀が行く
広島FM パーソナリティ

大雨で水が
溢れているので

足をとられないように
気をつけることが
大切ですね。

細い水路
小さなお子さんを抱えての避難や、
ご高齢の方と一緒に避難するとき、
一人なら通れる道が行けないことも！
飛び越えられそうと思っても無理を
せず、別の方法で避難を。

ガードレールのない用水路
ガードレールのない用水路は増水
すると道の境目が分からなくなるので、
足元を確認するためにも傘や棒は
必需品。また山水は感染症を引き
起こす場合もあるので入らないよう
注意を！

広島FM「DAYS ! 」パーソナリティ

徳永 真紀
広島FM「DAYS ! 」パーソナリティ

徳永 真紀

広島経済大学経済学部
メディアビジネス学科 教授

松井 一洋

広島経済大学経済学部
メディアビジネス学科 教授

松井 一洋

身近にこんなに危険な

場所があるなんて驚きです！

防災を生活の一部に

しないといけないですね。

いつも歩く道の

どこが危険か
知っておいてくださいね。

別のルートも確認しておく

といいでしょう。

古いブロック塀
1978年の宮城県沖地震で
ブロック塀の倒壊による死
者は11人。揺れを感じても
ブロック塀などには寄りか
からないよう注意を。

土砂災害警戒区域
避難ルートに土砂災害が
発生していることも。土砂で
道がふさがれ、避難の妨げに
なるので、そのような場所は
避けて避難しよう。

錆びた鎖
ガスボンベなどを固定する
チェーンが錆びていると地震
が起きたときに簡単に切れ
ることも。チェーンが錆びて
いたら最寄りのガスショップ
に連絡を！

急傾斜地崩壊
危険区域の看板
急な崖がある場所だけでな
く、広範囲で安全な道を選
んで避難を!崩れた土砂は
斜面の高さの約2～3倍も
離れた所まで届く恐れも。

避難マップを描く参考にしてね！
→26～29ページへ

小川
谷のすき間、低地に家が
建っている場合は、早
めに避難を！大雨で増
水した川に木や枝が一
緒に流れだしたら洪水の
サインかも！

古い空き家
防災・防犯のためにも
空き家は解体しておく
ことが大切。震度4～5の
地震が発生した場合、
倒壊して道をふさいだり、
窓ガラスが飛び散る恐
れも。

グレーチング 小川だからと油断は禁物！
水量があまりない川でも
大雨で増水し氾濫します。

チェーンが
切れるとケガに
つながりますね。

道路脇のグレーチングの下は水が流れ
ているので、大雨により水が溢れ出す
ことも。
マンホールがある場所も水圧で浮いて
いる場合が。足をとられたり、落ちない
ように棒などで足元の確認を！

グレーチング／マンホール
マンホール

地域の人と一緒に
危険な場所を見て回り、

行政と相談しながら改善する
ことが大切です。

川の土手に植えられた桜が、「防災」に役立っているということをご存知ですか？
川の土手は、冬の霜柱で地盤が緩んでしまいますが、春になり桜が咲くと、
毎年多くの花見客が訪れて、花見を楽しむ場所になります。
たくさんの人が土手を歩くことで、緩んでいた地盤が踏み固められ、
梅雨の時期の増水に耐えられるようになっているのです。
私たちの知らないところで、何気ない日常生活が防災に役立っているんですね。

土手の花見
Col umnコラム

避難するときは
しっかりとした棒や傘を

支えにして
足元を確認しながら

歩きましょう！

こういう看板は
意外と

見落としがち！

12 13



あなたは災害時の行動、
知っていますか？

災害が起こったとき、ラジオが具体的にどんな情報を流しているか、ご存知ですか？
広島FMは、2014年8月、広島土砂災害のとき次のような情報を発信しました。
●被害状況・気象状況・現地レポート　　　　●ガス、電気、水道などライフラインの状況
●避難勧告、二次災害の可能性とその備え　 ●渋滞・通行止め、バスの迂回、鉄道の運転見合わせなど交通情報 
●安否確認の方法・避難所に関する情報　    ●ボランティア時の注意事項、服装、必要なもの

そのほか、「被災された方に無償で住宅をお貸ししたい」という方のご厚意の紹介や、
エコノミークラス症候群への注意喚起を行い、リスナーの方々からいただくお問い合わせにも随時お答えしていました。
広島FMは、どんなときも「情報提供」と「リスナーの方々に寄り添うこと」を二本柱にした発信を心がけています。　 ⇒「ラジオの力」30ページへ !

Col umn
コラム

注意報や警報は、防災機関や住民に伝わってから避難行動などがとられるまでに
かかる時間（猶予時間）を考えて発表されますが、予測が難しい場合は、それがないケースもあります。

土砂災害・水害

いつ起こるか分からない災害。

あなたは、そして家族はどうやって身を守り、
どこへ避難しますか？

その行動ひとつひとつが命を守ることにつながります。

それぞれの災害を知ったうえで、自分ならどう逃げるか。
災害が来る前に、今“もしも！”を想定してみませんか。

「注意報・警報・特別警報」の違い、知っていますか？
発表された段階で、意識して行動につなげよう！

その他にも注意すべき情報があります！

「雷」は、「注意報」しかないんだね。自分で判断しなきゃ！雪

⇒詳しい情報は、WEBから！44ページへ！

http：//www.d-keikai.pref.hiroshima.lg.jp/ 

あわてず対処！土砂災害・水害の備え
広島市では2014年8月、豪雨による大規模な土砂災害が発生。
梅雨期や台風が到来する季節は気象情報を確認し、災害から
身を守ることが大切です。

!
もしも！編

雨が止んでも、大雨注意報や警報・特別警報が解除されないときは、
土砂災害などのおそれがあるとき！雨が止んだからといって油断は禁物。

POI
NT！

長時間の雷で異常だと気付きました。雨雲レーダーで天気を確認
するも危険な状況で逃げることもできず、家族全員で自宅2階に避難しました。物資などの備えだけでなく心の備えも必要だと思いました。
リスナーズVOICE ラジオネーム/レッドキングさん：

提供：国土交通省
　　　中国地方整備局

広島土砂災害

災害が起こる
“おそれ”のある場合

注意報

雷
大雨 強風 洪水
波浪 高潮

“重大”な災害が起こる
おそれのある場合

警報

大雨 暴風 洪水
波浪 高潮

危険性が“著しく
高まっている”場合

特別警報

大雨 暴風
波浪 高潮

防災

発令とともに、すぐに命を守る行動を！

広島県では、1時間に110ミリを超えたときに発表されます。
（おおむね府県予報区ごとに決定）

大雨警報が発表されている状況で、土砂災害発生の危険がさらに高まったときに発表され
ます。「広島県土砂災害危険度情報」で、危険度が高まっている詳しい場所を確認できます。

空が急に真っ暗になる、大粒の雨が降り出す、雷鳴が聞こえるなど、積乱雲が近づく
兆候を確認したら、頑丈な建物に避難し、身の安全確保を！
今まさに竜巻などが発生しやすい気象状況になった段階で発表されます。

近くで災害の発生につながるような猛烈な雨が！記録的短時間
大雨情報

危険を感じたら自主避難を！
土砂災害
警戒情報

まず周囲の空の様子に注意して！
竜巻

注意情報
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ホームページ  http://www.h-toyopet.com/

広島市西区観音町7-8本 社

災害発生から4～5日後にはボランティアの皆
さんがこちらの店舗にトイレを借りに来られるよう
になったので、店内の一部を開放し、飲料水や軍
手なども無償でお持ちいただけるようにしました。
近くにボランティアの
拠点ができるまでの
1ヵ月半、多い時では
一度に50名くらいの
方々 が利用されていたと
思います。

車が水に浸かったときは絶対にエンジンをかけずに、まず
ディーラーへご連絡ください。エンジンをかけると修理不能に
なることもあり、最悪の場合、火災や爆発につながることもあり
ます。また、ガソリン車・ハイブリッド車を問わず、電気が供給され
ないようバッテリーのターミナ
ルを外しておくとベストです。
やり方が分からないという方は
ぜひディーラーでお尋ねください。
簡単なことですが、知っておく
ことが備えになります。

「　　　 　  」

車両保険に入っておくことが大事だと思います。
今回の災害でも、車両保険に入っているかいない
かで、大きく明暗が分かれました。全額保険が適
用され、新車になったお客様も少なくありませんで
した。特に警戒区域などにお住まいの方は、必ず
車両保険に入られることをお勧めします。

「 　　　 　」「 　　　 　  」
とにかく備えが大事だと思いました。実は今回、被災経験の
ある仙台トヨペットからは、災害のわずか3日後に支援物資が
届きました。非常時の備えができていたから、行動も早かっ
たんだと思います。私たち広島トヨペットも、いざというときの
ためにしっかりと備えをし、平常時はもちろん非常時も、
お客様、そして地域の皆様の力になれる存在でありたい
と思っています。

緑井小学校の体育館が避難所になっていま
したが、8月下旬ということで、随分暑かった
ようです。避難されている方の不快感を少し
でも和らげようと、本社が大型扇風機を4台
手配しました。電源がない中、プリウスPHVを
一緒に持ち込み
電源として利
用することで、
避難所に風を
届けることができ
ました。

「  　　   」「　　　 　　  」

「　　　 　  」

朝5:30頃、店舗を見に行ったスタッフから電話があり、メールに添
付された写真とテレビのニュースを観て急いで出社しました。普段は
車で15分の道のりが、大渋滞で2時間半かかりました。駐車場は
土砂に覆われていて入れず、道路の土砂の上に駐車しました。
その後、本社が急いで手配してくれたシャベルや支援物資を使い、
協力して駐車場の土砂を掻き出しま
した。この作業に2日は費やしたと
思います。系列店「U-CarALALやぎ」
はこちらよりさらに酷い状況で、土砂
が線路を乗り越えて流れこみ、試乗車
も被害に遭うような状況でした。

U-CarALALやぎの様子

清掃活動の様子 被害に遭った試乗車

0120-39-5671 
9:40 ▼19:30営業時間 9:40 ▼18:20サービス時間 月曜日定休日

災害当時の八木店の
様子

広島トヨペット株式会社 八木店
 副店長 三宅 輝佳

2014年8月20日。広島土砂災害で被災した広島トヨペット八木店。
被災当時の様子や非常時の車のケアについて、
副店長の三宅輝佳さんに教えていただきました。

店舗をボランティアの活動拠点
としてご利用いただきました。

プリウスPHVを電源に大型扇風機を起動

危険を感じる前に、下記の場所からは離れよう。
突発的に発生する短時間の大雨により、冠水や河川の氾濫が起こることも。

“水害（洪水・浸水災害）”だったら？

“土砂災害・水害から命を守るためにできること”って？

□ 低地帯　　□ 河川、用水路　　□ 山間部　　□ 地下室、半地下家屋

「小石が落ちてくる」「地鳴り・山鳴りがする」場合はすぐに避難を！
台風や長雨・集中豪雨などが引き金となり、崖崩れや土石流などが発生！

“土砂災害”だったら？

□ 扇状地（川が山から平地へと流れ出てできた扇形の土地） □ 傾斜が急な土地
□ 山を削ったり田んぼや池を埋めたりして造った土地　□ 樹木の少ない山

猛烈な風により、建物のがれきや看板などが飛来すると危険なので、
頑丈な建物や地下に避難を。特に9月・10月は要注意！

“竜巻”だったら？

□ 車庫、物置、プレハブ　　□ 看板などが設置された屋外
□ ガラス戸のある室内

ラジオやテレビなどで、最新の災害情報を確認。
また、各市区町の防災行政無線で避難勧告や避難
指示をアナウンスするので、注意深く聴こう。

広島県では市町が避難所、避難経路を記入したハザー
ドマップを作成しています。日ごろから浸水が起こ
りやすい場所を家族で確認しておこう。

他にも

車内は危険！

風が強くなるのは、台風の進路の東側（台風は左回転しています）。
高潮は、台風が広島県の西側を通ると、発生の可能性が高まります！

垂れ下がった電線には近づかないで！
また、水に浸かった電気製品は、漏電や火災の原因になります。
必ず電気店などで点検してもらい、安全の確認を。

台風に備えよう！

⇒情報はココから！44ページへ！

⇒避難マップに反映させよう！26～29ページへ！

台風が去った後も、

気をつけよう！

特に注意が必要な場所 チェックしてみよう！

になっても、自宅は2m近い深さの水が流れているような状態で、被害は床上浸水1m、家具も畳も全て駄目になりました。
関東・東北豪雨災害で、自宅近くの川の堤防が決壊しました。翌日リアルVOICE 栃木県小山市/岸 義夫さん： 

正確な“最新情報”を入手しよう！ “ハザードマップ”見たことありますか？

防災

16



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！

18 19
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

20

●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



自宅周辺の避難マップみんなで
書こう!!

もしも！に備えて、避難ルートを書いてみよう！

26 27

DJ’s VOICE 近藤 志保（広島FM「DAYS！」パーソナリティ）： ハザードマップも災害ごとに違い、時間がかかりました。災害が起こったときにこれを調べるのは、気が動転して絶対無理だと思います。
自分1人では気がつかない部分があると思うので、家族や友人と話しながら作成するのがいいかも。今やっておいてよかったです。多すぎる！と思いました。ホームページで、家の近くの避難所を検索。第3候補まで考えた方がいいということで探してみましたが、

初めて避難マップを書いてみて、本当に知らないことが

0 mmm

縮尺は自由に設定してください。

スマホのカメラで撮って
保存しておこう！

もし
土砂が崩れて
いたら？

もし
川が溢れて
いたら？

もし
橋が壊れて
いたら？

もし
お年寄りが
一緒だったら？

もし
道路が浸水
していたら？

地震、土砂災害・水害、津波など、災害に
よって危険箇所は違います！それぞれの
災害に遭ったとき、どう避難するかきちん
と考えよう。

「徳永真紀が行く 防災まちあるき」

公衆電話
病院などの医療施設
広い駐車場、公園
消火栓、消火器
防火水槽、井戸、水場
防火備蓄倉庫
コンビニ・スーパー

公共トイレ
AED
高い所
消防署
自動販売機

「特に注意が必要な場所」

〈 自宅周辺のチェック箇所 〉

家族が落ち合う場所（　　　　    　）（　　　  　 　 ）（　　　　  　  ）
第1候補 第2候補 第3候補

家族との連絡のとり方（ ）

いざというとき、どういう方法で家族と
連絡をとるか、話しあっておこう。
災害用伝言ダイヤルや伝言板の活用、
SNSのグループもいいね！

防災

マップの書き方

①家の近くの避難所、
　避難場所を確認しよう。
“広島県「みんなで減災」はじめの一歩”
「避難所・避難場所検索」を活用しよう！

⇒12ページへ

⇒44ページへ

⇒16ページへ

〈危険箇所の参考ページ〉

②自宅から避難所へのルートを
　こんな風に書いてみよう。　

③チェック箇所を調べてマップに
　加えよう。

ブロック塀がある

土砂が
崩れそう

避難経路
（地震の時） 避難経路

（水害の時）

避難場所
（学校）

自宅

駅

記入例

災害によって、避難所や避難する場所が変わります。3つ考えておこう！
詳しくは43ページへ！

書いてみよう！



学校周辺の避難マップ学校で
災害にあったら
どうする？

職場の人と
考えてみよう 職場周辺の避難マップ

1日の大半は、自宅以外の場所にいることも！

28 29

DJ’s VOICE 藤井 香苗（広島FM「MORNING ALIVE」パーソナリティ） ： いつも一緒に歩いているはずの道に、どんな危険な場所があるか、パッと思い浮かびません。判断能力は大人のようにいかないので、休みの日
に一緒に確認しておこうと思います。サッカー仲間のママ友でも情報を共有し、いざというときは助け合えるようにしたいです。が増えてきました。避難マップを書いてみて、そんな息子が1人のときに災害にあったらどうするか、まだまだ考えが足りないと感じました。

息子が小学校高学年にさしかかり、一緒にいられない時間

0 mmm

縮尺は自由に設定してください。

0 mmm

縮尺は自由に設定してください。

マップの書き方

職場から徒歩で自宅に戻る
ことができるかどうか、徒歩が
無理なら、どこに避難して
おくかも、考えておかないと！

防災

よく遊ぶところや、塾や習い事の行き帰りも気になるね！

防災

①26ページの書き方にならって、
　職場の近くを調べて、空白に書いてみよう。

①26ページの書き方にならって、
　学校の近くをしらべて、空白に書いてみよう。

②職場から帰宅する方法も考えておこう。 ②学校からお家に帰る道のことも
　考えておこう。

③社内の人と緊急に連絡をとる方法を
　すり合わせておこう。

④自宅に帰れないときに、避難できる場所、
　頼れる場所を考えておこう。

学校から自宅まで
（　　　　　　）km
歩くと（　　    ）分

よく遊ぶ場所（　　　　　　　　）
塾や習い事の場所（　　　　　　　　　 ）

マップの書き方

職場から自宅まで
（　　　　　　）km、
徒歩だと（　　 ）時間　　
いつも使っている公共交通機関以外の
帰宅方法（　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　）

③よく遊んでいる場所や、習い事の場所を
　家族に知らせよう。

④お家に帰れなかったときに、安全な場所、
　頼れるおとながいる場所を書いておこう。
（　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
（　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
（　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

・

・
・
・

スマホのカメラで撮って
保存しておこう！

（　　　　　　　　　 ）

スマホのカメラで撮って
保存しておこう！

⇒43ページへ



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
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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

34 35

⇒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

38 39

□ 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
った！

」

とな
る前

に

防災



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！

●

●

●

●

●

●

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！ 】

………………

……

…………………………

…………………………

…………………………

…………………

……

……………

…………

（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
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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



どこで情報を得る？
知っておきたい入手方法

正確な情報を得るために、ラジオの周波数をチェック！

NHK（第一）

広島FM MHz kHz

kHz Hz

NHK（第二）

名　前 L I N E  I D アカウント（　　　　　　　　） 親しい人や親戚の連絡先

家族の基本情報

ふりがな

名　前

住　所
携帯電話

固定電話

性　別

〒

職場・学校など 連 絡 先

□ 男　　□女

－　 　 　 　－

－　 　 　 　－

－　 　 　 　－

ふりがな

名　前

住　所
携帯電話

固定電話

性　別

〒

職場・学校など 連 絡 先

□ 男　　□女

－　 　 　 　－

－　 　 　 　－

－　 　 　 　－

住　所
〒 固 定 電 話

－　　　　－

ふりがな

名　前

性　別

生年月日

メールアドレス

職場・学校など 連 絡 先

血 液 型

かかりつけ医

介護認定（等級）年　　月　　日 RH □＋ □－　   型

□ 男　　□女

治療中の病気
・

アレルギー－　　　　－

家族や親しい人とはぐれたときを想定して、
書き込んでおこう！

屋外の放送は高層マンションなどや雨、風などの
影響を受けやすいので、聴きとれない場合があります。

防災

⇒詳しくは30ページへ！

家族のLINEグループを
 作っておくと、

もしものとき、連絡をとる
手段の1つに！

今日から息子たちは研修旅行。今回は集団での移動ですが個人行動のときには、お互いの所在を確認できるように行動を把握しておかないと、
リスナーズVOICE ラジオネーム/ラジオ初心者さん：

ですね。とは言いながら、「出かけてくる！」と遊びに行き、「行き先は？」と聞いても、「わからん、みんなと会ってから！」みたいなのが現状ですけどね。

ふりがな

名　前

性　別

生年月日

メールアドレス

職場・学校など 連 絡 先

血 液 型

かかりつけ医

介護認定（等級）年　　月　　日 RH □＋ □－　   型

□ 男　　□女

治療中の病気
・

アレルギー－　　　　－

ふりがな

名　前

性　別

生年月日

メールアドレス

職場・学校など 連 絡 先

血 液 型

かかりつけ医

介護認定（等級）年　　月　　日 RH □＋ □－　   型

□ 男　　□女

治療中の病気
・

アレルギー－　　　　－

ふりがな

名　前

性　別

生年月日

メールアドレス

職場・学校など 連 絡 先

血 液 型

かかりつけ医

介護認定（等級）年　　月　　日 RH □＋ □－　   型

□ 男　　□女

治療中の病気
・

アレルギー－　　　　－

⇒服用中の薬・量に関しては35・42ページへ書いておこう！

災害時の行動を知るために、町内・自治会長の連絡先をチェック！

お名前 緊急連絡先 ー ー

県や市町の防災情報メールを登録しよう！

防災

家族や友人の状況を把握するために、SNSのIDをチェック！

自分の住む市町の、避難勧告等の情報や、気象情報がメールで届きます。

市町の登録制
防災メール一覧

広島県防災情報
メール通知サービス
http://www.bousai-mail.pref.
hiroshima.lg.jp/home.jsp

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/
soshiki/4/bousai-mail.html
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「私だけの防災ハンドブック」 
この防災ハンドブックは多くの企業•団体等、
皆様のご支援•ご協力により発行しています。

協 賛 企 業 ・ 団 体

協 力 者

広島のステーキの名店。
A5ランクの広島牛や新鮮な魚介類を、
シェフが匠の技で焼き上げます。

てっぱん料理 さこん 本店
広島市中区流川町2-24 蔵ビル TEL.082-246-3807

大窪シゲキと
俳優のJAYさんの
CMでも
おなじみ！

左記のほか、下記の企業・団体等、
皆様のご協賛・ご協力をいただきました。

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所
広島県
安芸高田市
庄原市
竹原市
三次市
人と防災未来センター
柳迫長三さん
佐藤千代子さん
新木信博さん

横山ゆかりさん
岸義夫さん
田川慶さん
のぶえさん
紺野悦男さん
庄野ゆき子さん
ラジオネーム：あけぼのタンバリンさん
ラジオネーム：福山のくまひげさん
ラジオネーム：ラジオ初心者さん
ラジオネーム：レッドキングさん

（順不同）

広島トヨペット株式会社
株式会社フレスタ
株式会社プロテック
保険テラス
堀田建設株式会社
株式会社増岡組
株式会社もみじ銀行
ワウハウス株式会社

エールエールA館
株式会社NTTデータ中国
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
株式会社大野石油店
株式会社サニクリーン広島
創建ホーム株式会社
田中電機工業株式会社
中国電力株式会社 
株式会社中国防災管理協会
東亜地所株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社
株式会社ニットー
日本電気株式会社
広島ガス株式会社
株式会社広島銀行
一般社団法人広島県歯科医師会
社会福祉法人広島県社会福祉協議会
広島県創価学会
公益社団法人広島県みどり推進機構
ひろしま信愛不動産株式会社
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首相官邸ホームページ
政府公報オンラインホームページ
総務省ホームページ
気象庁ホームページ
国土交通省「水害統計」
広島県ホームページ
広島県防災Web
広島市ホームページ
京丹後市消防本部ホームページ
柏市消防局ホームページ
神戸市ホームページ 阪神・淡路大震災「1.17の記録」
東京防災
広島県社会福祉協議会
法テラス広島ホームページ
日本損害保険協会ホームページ

広島経済大学興動館 防災まちづくり実践講座 2015
日本赤十字社東京都支部ホームページ
災害備蓄品マニュアル（災害備蓄品マニュアル製作委員会）
「AEDで助かる命」公益財団法人 日本心臓財団webページ
日本救急医学会 市民のための心肺蘇生webページ
応急手当Web 北海道医師会webページ
公益法人日本心臓財団ホームページ
財団法人日本建築防災協会ホームページ
株式会社ビデオリサーチ「震災とラジオに関する調査」
ほけんの窓口ホームページ
損保ジャパン日本興亜ホームページ
NTT西日本ホームページ
NTTドコモホームページ
auホームページ
ソフトバンクホームページ
Y!mobileホームページ

参 考 資 料 一 覧

2004年4月より　広島経済大学経済学部メディアビジネス学科教授 　

阪神大震災で被災した経験を後世に伝えるため、防災に関する研究や地域の防災活動を指
導してきた。現在は、全国各地の防災士養成研修、広島県消防学校初任研修をはじめ各自
治体が開催する防災リーダー研修などの講師として精力的に活動している。

 監修 / 松井 一洋

今や、自然災害は市民一人ひとりが直面している大きな危険です。
このハンドブックは、いつも手近なところに置いていただき、折に触れ、自然災害に対する備えと心構えを
持続していただけるようにとの願いから、さまざまな工夫を凝らして編集していただきました。来るべき次の
大災害時、このハンドブックから得られた防災の知恵は、必ずお役に立つと信じています。 松井 一洋

「防災ハンドブック」を手に取っていただきありがとうございます。
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広島エフエム放送株式会社
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防災ハンドブック
Webページ

書き込みのヒントや、
参考になるWebページ
のリンクを掲載。

http://hfm.jp/sp/bousai2016/

株式会社 DNPメディアクリエイト／株式会社 ar fox制作


