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福岡市　市民局
防災危機管理課

監修

■  連絡先と家族の情報
■  安否確認
■  情報の収集
■  避難の方法
■  災害に備える
■  応急手当
■  自主防災組織

タウンページ本誌にも
「防災特集」を掲載

いろいろな災害への備え・対処の方法を掲載

備えをしておこう
いつでも持ち出せる
いつでも見られる

監修：地震防災アドバイザー　川端 信正 氏

福岡地区西部版　早良区・城南区・西区い
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LGエレクトロニクス・ジャパンからのお詫びとお願いです。

LG電子製 冷凍冷蔵庫
のリコールにご協力ください

以下の冷凍冷蔵庫を探しています。ご自宅や、別荘、集会所などでのご使用にお心当たりがある
場合は、回収窓口までご連絡ください。すでに廃棄された情報についてのご連絡もお待ちしております。

ご愛用中のお客様には多大なご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。

発煙・発火の恐れがあります

◆対象機種

◆対象機種名の表示位置

LGエレクトロニクス （旧「LG電子」） 製 冷凍冷蔵庫の2モデル

対象機種名は、該当製品本体の下図3カ所に表示されています。

※2003年9月から2005年4月にかけて製造。
「LR-A17PS」「LR-B17NW」

LG Electronics Japan 株式会社

0120-004-027■冷蔵庫回収窓口 フリーダイヤル
※受付時間　9：00～18：00（年末年始を除く）
※インターネットでもご案内しています http://www.lg.com/jp/ 「商品に関する重要なお知らせ」

【①正面右側】

【③本体右側面】

【②冷蔵室の扉内側】

件中件BY039582816001と同様協賛
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防災に関する情報を、携帯電話やパソコンへ電子メールで提供する「防災メール」の配信を行っています。
日頃からの備えや避難のために上手に活用しましょう。

福岡市防災メール

情報料は無料ですが、通信料は受信者の負担となります。
※迷惑メール防止対策の設定をされている方は、登録される前に「bousaimail@fukuoka-city.jp」からのメール
受信が可能なように設定を行ってください

①避難勧告など福岡市で必要と判断した緊急情報
②気象注意報・警報が発表された場合
③震度3以上の地震が発生した場合
④津波予報が発表された場合
⑤時間雨量が40ミリを超えた場合
⑥河川水位が「避難判断水位」又は「はん濫危険水位」を超えた場合
⑦竜巻注意情報が発表された場合
⑧光化学オキシダント情報、熱中症情報、黄砂情報が発表された場合
⑨PM2.5
そのほか、天気予報など
※自分の必要な情報を選択して登録できます

配信する情報

携帯電話又はパソコンから「entry@fukuoka-city.jp」へ空メールを送ると、
登録用URLがメールで届きますので、そのURLにアクセスすると、
登録が完了します。

申込み方法

その他

協賛

　平成２８年熊本地震で、被災地にいちば
ん近い政令市である福岡市は、市民の皆様
と力を合わせて復旧・復興の段階に応じて
様々な支援にチャレンジしてきました。その
経験を活かして、今後、地域防災計画の見
直しなどにも取り組んでいきます。
　この冊子は、ＮＴＴとの地域共働事業に
より作成したもので、地震や土砂災害など
災害への備え・対処方法として、
・気象情報や避難勧告などの緊急情報の配信
　（「福岡市防災メール」）
・災害時における情報収集方法
　（「福岡市防災ホームページ」）
・避難方法などの防災の基礎知識
などについて、わかりやすくまとめたもの
です。
　市民の皆様に、災害への備えとしてお役
立ていただければ幸いです。

平成28年9月

福岡市長　髙島　宗一郎
　日本は豊かな自然に恵まれていますが、
その裏返しとして、いつでもどこにいても地
震などの自然災害が起きることを想定して
暮らしていかなければなりません。

地震情報

気象警報

河川水位

緊急情報

雨量情報

避難勧告
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救助された時、家族がはなればなれになった時のために

名　前 電話番号（携帯） 電話番号（会社・学校） 住　所 生年
月日 血液型 その他

（持病・常備薬等）
TEL TEL

mail

家族データ

消防署（119）

警察署（110）

緊急連絡先
福岡市役所 711-4111 電気

ガス
水道

役所・公共機関連絡先

メモ

集合場所はできるだけ細かく　（例）○○公園噴水前のベンチ
家族の集合場所 避難所

家族の避難場所

被災地どうしはつながりにくい
名　前 電話番号・携帯電話

遠くの親戚・知人
病　院 電話番号

かかりつけ病院

連絡先と家族の情報
記入後はコピーをして家族みんなが持つようにしましょう

＊＊コラム＊＊＊熊本地震に学ぶ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
熊本地震は　震度７の揺れが 2 回発生し大きな被害となりました。いまの建築基準法（“ 新耐震 ”）は 1981 年（昭和 56 年）に
制定されましたが、阪神大震災後、基準をさらに強化（新新耐震）しました。柱と梁の接合部を金具で繋結する、耐震的な壁を
配置するなどに改められたのです。熊本地震では、被害は、“ 新新耐震 ” でない建物に被害がでました。また、建築基準法では 2
度も震度７が続く地震は想定していませんでした。しかし、それは希にしか起きないことではありません。今後はこうした震度
７が続発するような地震に対しても備えることが必要です。　　　　                  記事執筆：地震防災アドバイザー　川端信正
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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安否確認

NTTドコモ au ソフトバンク

安否を確認する手段をあらかじめ決めておこう

災害用伝言ダイヤル（171）の使い方 災害用伝言板の使い方

通信キャリア各社による災害用伝言板の安否情報に登録
された方に加え、各企業・団体が収集した安否情報もま
とめて確認できる共同サイト。

「名前」もしくは「電話番号」で検索。

便利な確認ツール（検索画面） （検索画面）

録音方法 再生方法

電話 携帯電話
スマートフォン

1 17 1 17

ガイダンスが流れます

伝言を録音

ガイダンスが流れます

録音は 1 再生は 2

11
9

9
8

被災地の電話番号を市外局番から入力

終了

再生

もう1度 別の伝言/終了

各社の災害用伝言板サイトアドレス

現在の状況を4つ
の中から選択した
うえ、必要に応じ
コメントを入力

登録

安否を確認したい人の 
携帯番号を入力して検索

確認

※画面はイメージです。

【注意】 登録できる電話番号（被災地電話番号）
災害により電話がつながりにくくなっている地域の電話番号およ
び携帯電話・PHS・IP電話の電話番号。なお、電話番号は市外
局番から入力していただく必要があります。

※ 一部の電話からはご利用できません。他事業者の電話、携帯電話やPHSからの利用については、契約している通信会社にご確認ください。
※ NTT東日本・NTT西日本の電話から伝言の録音・再生をする場合の通話料は無料です。他事業者の電話、携帯電話やPHSから発信する場合、

通話料については各電話会社にお問い合せください。くわしくは、URL （NTT東日本）https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171/　
（NTT西日本）https://www.ntt-west.co.jp/dengon/

災害発生時の「インターネットを利用した伝言板」サービス　くわしくは、URL （NTT東日本）https://www.ntt-east.co.jp/saigai/web171/　
（NTT西日本）https://www.ntt-west.co.jp/dengon/web171/

協賛

24時間営業　水漏れ修理　お任せ下さい。
トイレのつまり　8,000円～トイレのつまり　8,000円～

株式
会社ジョウスイ

福岡市西区上山門
3-14-21

福岡で33年の
信頼と実績

0120-172-734

協賛

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（有）コーア介護家政婦紹介所
早良区西新
1-11-30-202TEL

厚生労働大臣許可40-ユ-300633号　　福岡県指定4071400776
092－831－5931

家事のお手伝い・病院付添・訪問介護サービス
必 要 な 時 に 必 要 な 時 間 だ け
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地震や大雨などによる災害発生時や災害の発生する恐れがあるときは、正しい情報を聞くことによって、自分
自身や家族の安全を確保することができます。

災害時に、情報を得るためには、どのような方法があるか確認することも重要です。
福岡市では、大雨など、災害に関する各種情報を福岡市防災ホームページで提供しています。

福岡市防災ホームページ

防災情報の収集

情報の収集（1）

福岡市防災ホームページ
（http://bousai.city.fukuoka.lg.jp/）

警報・注意報、雨量などの気象情報、河川水位や河川の画像など、
防災に関するさまざまな情報を提供しています。

河川ライブカメラ

水位情報

携帯電話用QRコード

協賛

武久税理士事務所
福岡県福岡市中央区六本松3丁目11-25谷口ビル403号

未来へのコンサルティング
未来を描き、夢を叶えるお手伝い

地下鉄七隈線六本松駅徒歩3分

税理士　武久　国壽
092-717-7050

起業・独立コンサルティング
経営コンサルティング
相続・事業承継コンサルティング
資産活用コンサルティング

＊＊丈夫な建物とは＊＊住宅編＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
◇地震の揺れに強い住宅は、四隅に壁がある建物です。壁が
なく柱だけで建物を支えている箇所があると地震の大きな揺
れでねじれる力が働きます。建物の四隅に壁が均等に配置さ
れていることが丈夫な建物のポイントです。　              　　
　　　　　　　  記事執筆：地震防災アドバイザー　川端信正
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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情報の収集（2）

福岡市防災マップ
災害時において、被害を軽減するためには、自分の住むまちの災害の危険性を知ることが

重要です。
また、日頃から災害に関する正しい知識を理解し、身に付けることが必要です。
防災マップは、皆さんが住むまちの災害時の避難（場）所や公的機関の所在地、また、災害

危険箇所等の地図情報と風水害、地震に関しての啓発情報を記したもので、各区役所や情報
プラザなどで配布しています。

携帯電話用
QRコード

福岡市浸水ハザードマップ
浸水ハザードマップは、水害に対する普段からの備えと浸水時の迅速・的確な情報伝達や避

難行動による減災効果を高めるため、大雨時に想定される河川の溢水(外水氾濫)や雨水側溝等
の溢水(内水氾濫)による浸水区域や浸水する深さなどを記したマップです。

本市では、福岡県が公表している市内主要６河川（多々良川、御笠川、那珂川、樋井川、室見
川、瑞梅寺川）の浸水想定区域と平成２１年７月豪雨の浸水実績調査や住民の方々の情報・意見
を踏まえて、各区毎に浸水ハザードマップを作成し、市内全世帯に配布しています。

携帯電話用
QRコード

福岡市土砂災害ハザードマップ
土砂災害ハザードマップは、土砂災害が予想される場合や発生した場合に、市民の

皆さんの自主的な避難行動を支援し、土砂災害から人命を守るとともに、被害を最小
限とすることを目的として作成しました。

ハザードマップには、土砂災害のおそれがある区域や避難所の位置を地図上で明ら
かにするとともに、土砂災害に関する知識を掲載しています。

日頃からこのマップを活用して、地域や家庭で警戒区域や避難場所を確認するとと
もに、避難経路をマップに書き込んでいただき、いざという時は、「早めの避難」を心
がけましょう。

携帯電話用
QRコード

福岡市揺れやすさマップ
揺れやすさマップとは、「地盤の状況とそこで起こりうる地震の両面から地域の揺れや

すさを震度として評価し、住民自らがその居住地を認識可能な縮尺で詳細に表現したも
の」（地震防災マップ作成技術資料（内閣府 平成17年3月）より）です。

福岡市揺れやすさマップは、福岡県西方沖地震よりも被害が大きくなると言われている
警固断層帯南東部を震源とする地震が発生した場合、どの地域がどのくらい揺れるのか
を強さ別に色分けして分かりやすく説明した地図です。

自分が住んでいる地域の揺れの強さが、どのくらいになるのかを知り、事前の防災・減
災対策に取り組みましょう。

携帯電話用
QRコード

＊＊丈夫な建物とは＊＊住宅編＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◇木造住宅の基礎はコンクリートで囲み、柱は基礎にボルトで緊結してないと、地震に弱くなります。古い建物で、基礎に石を敷き、

その上に柱が載る構造のものが見受けられます。地震の揺れを受けると、柱が外れ建物が壊れてしまうことがあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記事執筆：地震防災アドバイザー　川端信正

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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避難の方法

①ラジオやテレビなどで気象情報には、
　くれぐれも注意する。
②市や防災関係機関の広報をよくきいておく。
③停電に備え懐中電灯や携帯ラジオを用意する。
④非常持出品を準備しておく。
⑤外出からは早く帰宅し、勤務先の家族と連絡取　
　り、非常時に備える。

⑥浸水に備えて、家財道具は、安全な場所へ。
⑦飲料水や食料を確保しておく。
⑧危険な土地では、いつでも避難できるよう
　準備する。

大雨情報をキャッチしたら、わが家でこんな安全対策を

急激な降雨のように、突発的な異常気象の場合には、市からの避難情報が間に合わない
ケースもあります。身の危険を感じたら、市からの避難情報を待つことなく、安全な場所や
避難所などへ自主的に避難しましょう。

危険を感じたらすぐ避難しよう

危険な状況のなかでの避難はできるだけ避け、安全の確保を第一に考えま
す。

屋外に出て指定された避難所等へ移動（水平避難）することが危険と感じる
場合や、その余裕がない場合は、自宅や隣接建物の２階以上へ避難（垂直避
難）することが安全な場合もあります。

命を守る最低限の行動とは

092-558-1289

◇洪水のときはこうして避難　－ 洪水の中を歩くときの注意 －

歩ける深さは、男性
で約70cm、女性で
約50cm。
水深が腰まであるよ
うなら無理は禁物。
高所で救助を待ちま
しょう。

水面下にはどんな危
険が潜んでいるか分
からないので、長い
棒を杖代わりにして
安全を確認しながら
歩きます。

裸足、長靴は禁物。
ひもでしめられる運
動靴が良いでしょう。

はぐれないようにお互
いの身体をロープで
結んで 避 難しましょ
う。特に子供から目を
離さないように！

お年寄りや身体の不
自由な人などは背負
い、幼児は浮き袋、
乳児はベビーバスを
利用して安全を確保
して避難します。

避難するときのポイント

協賛
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災害に備える（1）

●  火事の危険が迫ってきた　●  家が倒壊しそう　●  避難指示が出た
避 難

ヘルメットがなくても
タウンページが使える

 自宅家屋の耐震強度の確認、改修

 周辺地域の環境から予想される災害の確認とその備え
 避難場所・避難ルートの検討（実際に歩いて状況を確認する）
 幼児や高齢者等の避難に誰が付き添うか

平常時に行う対策

家の中の安全対策
背の高い家具がない
安全なスペースを確
保する

出入り口や通路
にはものを置か
ない

テレビやガラス
類を高いところ
に置かない

寝室や子ども・高齢
者がいる部屋には、
倒れそうな家具を置
かない

家具の転倒や落
下を防止する対
策を講じる

窓ガラスに飛散
防止フィルムを
貼る

避難の際携行するもの

❷リュックに入れて持ち出すもの

❶身につけるもの
 ヘルメット・防災ずきん　  手袋　  厚底の靴　  マスク

 飲料水（500ml 家族各人1本ずつ）  携行食（ビスケット、チョコレート、カロリーメイト等）
 携帯ラジオ  懐中電灯  携帯電話
 笛  ビニール袋・ポリ袋  タオル・下着・靴下
 トイレットペーパー・ティッシュ・ウェットティッシュ  日常服用している薬
 衛生用品・生理用品  携帯カイロ  現金
 おむつ・離乳食・乳児用ミルク  入れ歯・コンタクトレンズ・眼鏡
 保険証・メモカード

協賛

801－4588
福
岡

FUKUOKA BUNKA SHUTTER HANBAI

無料
見積り

です。
無料
見積り

です。

販売・施工・修理・保守点検
各種メーカーの修理も敏速に致します

電話一本出張修理OK! !
確実で早いサービス!販売から修理まで

福岡市早良区田隈1丁目12ー34
早良区・城南区・西区

協賛

自動車保険・火災（地震）保険・傷害保険・賠償責任保険

（株）ハリーワン
092-822-6239 福岡県福岡市早良区百道浜1丁目3-70

ザ・レジデンシャルスイート・福岡4306号

富士火災・AIG富士生命・AIU・東京海上日動
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災害に備える（2）

 スプーン・はし

 ライター類

 缶切り・栓抜き・ナイフ

 非常食として缶詰など

 筆記具・メモ帳

 着替え・大型タオル・スリッパ

 毛布・寝袋・座布団

  洗面用品・応急医薬品  
（ばんそうこう・きず薬・  
胃腸薬・風邪薬・目薬など）

 ガムテープ

 簡易食器（紙皿・紙コップ）

 空の段ボール箱

  予備の乾電池・携帯電話の  
充電器・電池使用ランタン

 ラップ・アルミホイル

  アイマスク・耳栓・補聴器・  
入れ歯用洗浄剤

 ハンディろ過機（水の清浄）

避難所等で必要になるもの

  飲料水 
（1人1日3ℓ×7日分×家族数）

 食料（7日〜10日分程度）

 カセットコンロ（予備ボンベ）

 使い捨てカイロ

 スリッパ

 簡易トイレまたはポリ袋

 ほうき・ちり取り

 ブルーシート

  ウォータータンク・荷物運搬 
カート

  スコップ・バール・ジャッキ・
おの・のこぎり 

check!

これらのグッズの活用法やなぜ必要なのか、本誌「防災特集」で詳しく
説明しています。

自宅に備え災害後に役立てるもの

避難所等で
必要に

なるもの

＊＊丈夫な建物とは＊＊住宅編＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
◇古い時代に建築された農家は、平面図で見ると「田の字」のような間取りです。4 部屋がふすまで区切られ、真ん中は１本で
支えるという間取りがあります。耐震力は 4 部屋続きの大部屋と同じですから地震の揺れに対して弱くなります。使い勝手は悪
いでしょうが、部屋の区切りに壁面を設けることで丈夫さが増します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記事執筆：地震防災アドバイザー　川端信正
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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災害に備える（3）

お住まいの場所や近くが
土砂災害警戒区域かどうか確認する。

以下の方法で、土砂災害警戒区域を確認することが出来ます。

•公示図書の縦覧
　[場所]　市民局防災・危機管理課（市役所7階）、各区役所総

務担当課、入部、西部出張所庶務係

•福岡県砂防課ホームページ『土砂災害警戒区域図』
　[URL：http://www.sabo.pref.fukuoka.lg.jp/]

•福岡市ホームページ掲載の『土砂災害ハザードマップ』
　[URL：http://www.city.fukuoka.lg.jp/bousai/index.html]

土砂災害から身を守るために

土砂災害への備え

(1) 避難の仕方
　がけ崩れの恐れがある場合

•避難する場合は、がけからできるだけ遠くに逃げましょう（一般的に、がけ崩れの土砂は地面が平らなところではがけの高さの２倍 
　　の距離まで到達するといわれています）。
　土石流の恐れがある場合

•谷沿いの低い土地から離れて下さい。
•土石流のスピードはとても速いので、土石流を見たら、流れに直角の方向に逃げましょう。

(2)避難が難しい場合は（非常に強い雨により、家からの移動が出来ない場合）
•家の裏に斜面がある場合は、出来るだけ斜面から離れた部屋で過ごすようにしましょう。
•２階建ての場合は、２階の部屋で過ごすようにしましょう。

避難時の心得

＊＊丈夫な建物とは＊＊住宅編＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◇丈夫な住宅は、壁の中に筋交いが入っている建物です。また、

壁面に耐震ボードを張ると建物が丈夫になります。　　　　

　　　　　　　記事執筆：地震防災アドバイザー　川端信正

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊丈夫な建物とは＊＊住宅編＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
◇古い建物は筋交いが少ないので地震の揺れに対して弱くな
ります。壁土を塗っただけの壁面は地震の揺れで崩れてしま
います。筋交いを入れたり、耐震ボードを張るなどの補強が
必要です。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　記事執筆：地震防災アドバイザー　川端信正
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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災害に備える（4）

地震から自分の身を守る

グラッときたら（地震発生0分～3分）

■地震発生時の行動マニュアル
　 （発生から3日間）

　地震発生後の数日間は、水道、電気、ガス等のライフラインをはじめ、水、食料等の供給が途絶えることが予想
されます。そのため、2～3日間は、自分でしのげるように、生活必需品を備えておくことが重要です。
　避難勧告が出た場合は、隣近所と協力して、要援護者を優先して、指定された近くの避難所へ避難しましょう。ま
た、周囲の危険度を判断して、自主避難することも必要です。

　地震による災害を軽減するためには、地震が起きたときにどのように行動するかを、あらかじめ知っておく
ことや、考えておくことが重要となります。

まずは、自分の身を守りましょう。
●机などの下に入る。
●クッション、雑誌などで頭を保護する。
●家具、冷蔵庫などから離れる。

外に出たあと（地震発生10分～半日）

みんなで協力して、隣近所の安否確認、救出・救助を行いましょう
●倒壊家屋や転倒家具の下敷きになっている人の救出・救助
●火災発生時の消火活動
●けが人の救護

避難後数日間（地震発生半日～3日）

2～3日は自分でしのぎましょう。

火の始末のあと（地震発生5分～10分）

大きな揺れがおさまったら（地震発生3分～5分）

素早い消火で火災発生を阻止しましょう。
ただし、大きな地震の場合は、身の安全を守ることが最優先となります。
●台所やストーブなど火の始末をしましょう。
●やむを得ず避難をするときは、ブレーカーやガスの元栓を切って行きましょう。［通電火災防止］
　消火のチャンスは、3度あります。

家族の身の安全を確認し、災害情報、避難情報などを入手しましょう。
また、余震への注意も必要です。
●わが家の安全確保
●災害情報、避難情報の入手
●避難のための出口の確保
●ガラスや転倒家具の注意

小さな揺れを感じたとき 大きな揺れが治まったとき 出火したとき

大きな揺れは1分
程度でおさまります（ （

＊＊丈夫な建物とは＊＊住宅編＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
◇木造住宅は、柱と梁の結合部が鉄板で補強されていると丈夫
です。地震の揺れで柱と梁が外れてしまうことを防止できます。
最近の木造住宅ではこうした工法がとられるようになっていま
す。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　記事執筆：地震防災アドバイザー　川端信正
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊丈夫な建物とは＊＊住宅編＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
◇住宅は、間取りが四角形に近いような単純な配置の方が丈夫
です。平面図で見たとき、凹凸がない単純な部屋配置の方が揺
れに強いのです。部屋を増築すると揺れたとき複雑な力が建物
に影響を及ぼし地震には不利です。 　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　記事執筆：地震防災アドバイザー　川端信正
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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災害に備える（5）

原子力災害への備え

放射線は建物の壁で遮へいされ、影響を少なくすることができます。また、放射性物質からの距離が離れる
ほど影響が弱まります。

少しでも放射線を受ける量を少なくするためには、速やかに建物の中心に避難することが必要です。

放射線を受ける量を少なくする３つの原則

建物の中に入る（屋内避難）
コンクリートなどの建物に入ると、より
効果的です。

放射線を受ける時間を短くする
屋内避難の指示があったら、速やかに
建物の中に避難しましょう。

原子力災害が起きたら

テレビやラジオなどで国や県、市が発表する正確な情報を確認しましょう。
•災害時には、うわさやデマなどの誤った情報が広まることがあるので注意しましょう。
•福岡市防災メールに登録しておくと、最新の防災情報を入手することができます。
　また、「ふくおか放射線・放射能情報サイト」では、県内の放射線量を携帯電話やパソコンで確認できます。

まずは正確な情報の確認

情報の入手先
●テレビ
●ラジオ
●福岡市ホームページ
●緊急速報メール
●福岡市防災メール　※登録方法3ページ記載
●福岡市ツイッタ―　（＠Fukuokacity_pr）
●広報車 など

ふくおか・放射線・放射能情報サイト
http://houshasen.pref.fukuoka.lg.jp/

放射性物質から離れる
建物の中に入った後は、窓に近づかず、で
きるだけ建物の中心で過ごしましょう。

＊＊丈夫な建物とは＊＊住宅編＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◇建物は、地震の揺れに対して、壁面で力を持たせます。壁

がたくさんある方が丈夫です。　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　記事執筆：地震防災アドバイザー　川端信正

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊丈夫な建物とは＊＊住宅編＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
◇建物は屋根が軽い方が丈夫です。瓦葺きの屋根は建物の重
心が高くなりますから、地震の揺れを受けると大きく揺れま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　記事執筆：地震防災アドバイザー　川端信正
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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応急手当
応急手当の基礎知識

タウンページの「防災特集」では、心肺蘇生法や
AEDの使い方も紹介しています。

check!

私たちは、どこで、突然のけがや病気に襲われるかわかりません。そんなときに、病院に行くまでに、家庭や職場
などでできる手当のことを「応急手当」といいます。

病院へ行くまでに応急手当をすることで、けがや病気の悪化を防ぐことができます。
また、様々な原因で呼吸や心臓が止まったりした場合には、救急車が来るまでに、その場に居合わせた人が手当

をしないと助かりません。
このようなときに行う手当を特に救命処置といいます。
応急手当は、まとめると下表のようになります。なお、応急手当の講習は、各消防署や日本赤十字社福岡支部で

受けることができます。

Q 救命処置に関わって訴えられないか？

A 民法、刑法では、悪意または重過失がなければ救急蘇生法の実施者がその傷病者等から訴えられることは
ないとされています。緊急時に善意で行った救命処置は法的にも保護されています。

AED（自動体外式除細動器）とは、事故や病気などで心臓がけいれん
し、血液を流すポンプ機能を失った状態（心室細動）になった心臓に対
して、電気ショックを与えることにより、正常な状態に戻す機器です。

AEDは、電源さえ入れれば、音声やイラストで使用法を指示してくれま
す。

本市では、全小・中学校、公民館をはじめとして、市の主要施設に、
AEDを設置しています。

AEDの使用について

出血が多いあと、驚いてあわててしまいがちですが、
落ち着いてただちに止血してください。通常、成人で
は、400ml程度なら問題はありませんが、全身の3分の1
（1500ml程度）以上を失うと生命が危険になります。

傷口を十分に押さえる
大きさの清潔なガーゼや
タオルを当て、その上を強
く押さえます。傷口を心臓
より高くしておきます。

出血の手当

直接圧迫止血法

骨折部位に副木を当て、骨折部位の上下を固定しま
す。三角巾で吊ったあと、さらに胸部を固定します。骨
折部位両側から副木を当てます。骨折部位上下の関節
が動かないように固定します。

骨折の手当

協賛 協賛

桜坂中央外科
福岡市中央区桜坂2-1-41

胃腸外科・肛門外科
外科・整形外科

（092）751-5914
院長　髙原　清彦　副院長　住吉　康史

医療
法人牟田口整形外科

四箇田団地入口バス停前

（092）812－0088■月・水・金　9：00～19：00
■火 ・ 木　9：00～18：00
■土　　曜　9：00～15：00
■日祝日休診

院長　牟田口 啓介　日本整形外科学会 整形外科専門医

福岡市早良区四箇1丁目6－1

入院施設有り・往診訪問看護・駐車場有
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自主防災組織

自主防災組織は、平常時には、防災知識の普及や啓発、地域内の安全や設備の点検、防災訓練などを行いま
す。また、災害が発生した場合には、迅速な情報の収集・伝達を行い、初期消火活動、被災者の避難誘導、救
出・救護、避難所の運営などの役割を担います。

自主防災組織の役割

防災対策の基本は、「自助」「共助」「公助」の3つであるといわれています。
「自助」とは、「自らの安全は、自らが守る」ということであり、自分の手で、災害から自分と家族の身体と生命や財

産を守るための備えと行動を「自助」と呼びます。
「共助」とは、「自分たちのまちは、自分たちで守る」ということであり、これが地域を守る最も効果的な方法です。
また、「公助」とは、消防、警察などの公的防災関係機関等による災害応急対策活動を指すものであり、地震など

の大規模災害が発生すると家屋の倒壊による交通遮断や同時多発する火災などへの対応から、公的防災関係機関
の活動能力は、著しく低下します。

平成7年の阪神・淡路大震災の際に、地域の住民が自主的に防災活動を行った地域では、被害の拡大が最小限に
食い止められたという実例からも、地震などの大規模災害時においては、地域における防災活動が重要な役割を果
たしました。

このことからも発災直後の人命救助や初期の消火活動は、近隣住民の協力が大きな役割を果たすこととなります。

自主防災組織の必要性

自主防災組織は、「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に基
づいて自主的に結成する組織であり、災害発生時に、災害による被害を防止し、
軽減するため、実際に防災活動にあたる「実働部隊」として結成されます。本市で
は、小学校区単位での自主防災組織の結成を進めており、平成7年に博多区で、初
めての自主防災組織が結成されて以来、各校区で結成が進み、平成26年10月末
時点で、149校区全てで結成されています。

自主防災組織とは？

協賛

〒810-0075　福岡市中央区港2丁目3-22　田口ビル3Ｆ〒810-0075　福岡市中央区港2丁目3-22　田口ビル3Ｆ
（092）TEL. 741-9662 741-6016FAX

ドア１枚から　外壁、内壁全面塗装まで！ドア１枚から　外壁、内壁全面塗装まで！
建築塗装作業一級技能士　知事許可（般-24）第63010号

http://www1.bbiq.jp/taguchi-tosouten/http://www1.bbiq.jp/taguchi-tosouten/
田口塗装店有限

会社
一般住宅　店舗　マンション
リフォーム　リノベーション

＊＊丈夫な建物とは＊＊住宅編＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
◇2 階建ての住宅で 1 階に大部屋があり、その上の 2 階に小
部屋が配置されていると、地震の揺れには不利です。1 階から
2 階へ壁面が垂直に通るように同じ場所に壁や柱が配置されて
いる方が建物は丈夫です。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　記事執筆：地震防災アドバイザー　川端信正
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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福岡市防災　　公衆電話マップ福岡市防災　　公衆電話マップ＋

①

①

①

③
②

⑤

④

こんな時にはタウンページ
福岡地区西部版　防災特集
●土砂災害から身を守りたい。
●地震に備えたい。
●水害から身を守りたい。

タウンページ福岡地区西部版
防災特集をご覧ください。

発行：NTT タウンページ株式会社　九州営業本部
〒810-0001　 福岡市中央区天神 2 丁目 13-7　福岡平和ビル 8F
0120-745059
電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。
受付時間／午前 9：00～午後 5：00　
定休日／土・日・祝日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）

協力：福岡市
避難所等については福岡市による情報に基づき掲載しています。（平成 28 年 4 月現在）
公衆電話の情報は、平成 28 年 4 月現在のものです。
公衆電話は「屋外」に設置されている「終日利用可」の情報となります。
公衆電話の設置場所は、移転又は廃止により変更となる可能性があります。
公衆電話の利用方法は、NTT 西日本の公式ホームページ
( http://www.ntt-west.co.jp/ptd/mag_public/kind.html ) をご覧下さい。

背景地図：

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、
同院発行の数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地図情報）及び
数値地図（国土基本情報）電子国土基本図（地名情報）を使用しました。

（承認番号　平成 28 情使、第 55 号 -4 号）
※いずれも国土地理院が平成 28 年 5 月時点で発行している情報を使用しました。

『本誌掲載の写真・記事・イラストの無断掲載及び複写を禁じます』 H28 広表第 239 号

●NTT ドコモは日本電信電話株式会社の登録商標です。
●SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国お
よびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標また
は商標です。●「au」「EZweb」は、KDDI 株式会社の登録商標
または商標です。●Android は、Google Inc. の商標または
登 録 商標です。●Apple、Apple のロゴ、MacOS、iPhone、
iPad、iTunes および Multi-Touch は、米国および他の国々で
登録された Apple Inc. の商標です。●Twitter は、アメリカ合
衆国また他国々における Twitter, Inc. の登録商標です。
●Facebook および Facebook ロゴは Facebook,Inc. の商標
または登録商標です。●LINE は、LINE 株式会社の商標または登
録商標です。●mixi、ミクシィおよび mixi ロゴ、ソーシャルフォ
ンは、株式会社ミクシィの登録商標です。●本サイトに掲載され
ているアプリ名、会社名は、それぞれ各社の商標または登録商
標です。●「QR コード」は㈱デンソーウェーブの登録商標です。
掲載している QR コードは、携帯電話端末機、印刷状態により
正確な読み取りができない場合がありますのであらかじめご了
承ください。また、ご利用の際はパケット通信料が発生します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【170831】
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火災保険の基礎知識

地震保険の基礎知識

地震火災特約（地震火災50プラン）

『すまいとくらしのアシスタントダイヤル』のご案内

■

■

■

■

火災をはじめとするさまざまな災害（火災、落雷、破裂・
爆発、風災・雹災・雪災、水災　など（注1））による損害を
補償します。
ただし、地震・噴火またはこれらにより発生した津波（以下
「地震等」といいます。）による損害は、火災保険では補償
されません。（注2）
（注1）補償内容はご加入の契約プランによって異なります。
（注2）地震等を原因とする火災によって生じた損害も、火災保険では補償されません。

地震等を原因とする　火災・損壊・埋没・流失　によって
損害が生じた場合に補償します。
ただし、最大で火災保険金額の50％までの補償（注3）です。

地震等を原因とする火災によって損害が生じた
場合に、地震保険と合わせて、最大で火災保険
金額の100％（注4）まで補償することができる特約
です。

（個人用火災総合保険）にご加入いただいた場合（個人用火災総合保険）にご加入いただいた場合
日常生活やお住まいのトラブル
に、安心のサービスをご用意！
提携業者による右記のサービス
をご利用いただけます。
（※）総括契約に関する特約がセットされた契
　　約の場合は、サービスの対象外となります。

THE
充実のサービスを無料付帯！充実のサービスを無料付帯！

グレードアップできる備え

補償内容
火災、落雷、
破裂・爆発、

風災・雹災・雪災、
水災など（注1）

地震・噴火また
はこれらにより
発生した津波に
よる損害（注2）

火災保険

©JAPAN-DA

補償の範囲

○ ×

（注3）保険金額は、保険の対象が建物の場合5,000万円、家財の場合は
　　　1,000万円が限度となります。　（他契約がある場合や共同住宅の場合
　　　等、一部限度額が異なる場合があります。）

火災保険金額の50％で地震保険を付帯した場合に、お支払いする保
険金額の額が最大となるケースを表記しています。また、ご契約い
ただく条件などによっては、上記特約をセットできない場合がありま
す。

（※）

〈サービス一覧〉

（注4）地震保険金50％＋地震火災費用保険金5％＋特約保険金45％

この広告は「地震保険」および個人用火災総合保険にセットする「地震火災特約（地震火災
50プラン）」と「すまいとくらしのアシスタントダイヤル」の概要を説明したものです。詳し
い内容につきましては取扱代理店または損保ジャパン日本興亜までお問い合わせください。

SJNK16-03919（2016.06.21）

火災保険金額
100％

50％

0％

備えの状況

地震保険　○

× × ×

火災保険金額
100％

50％

0％

備えの状況

地震保険　○

特約
○ × ×

すまいの
保険 THE 家財の

保険

水まわりのトラブル
応急サービス

かぎのトラブル
応急サービス

防犯機能アップ
応援サービス

健康・医療
相談サービス

介護関連相談
サービス

住宅相談サービス
（原則予約制）

法律相談サービス
（原則予約制）

損害保険ジャパン日本興亜株式会社　福岡中央支店
〒810-8666　福岡県福岡市博多区中洲中島町2-8
Tel：092-272-5013(電話受付時間)平日：午前9時から午後5時まで
〈公式ウェブサイト〉http://www.sjnk.co.jp/

税務相談サービス
（原則予約制）

地震へ備える保険は万全ですか？

地震による倒壊
阪神・淡路大震災1995年
（日本損害保険協会提供）

噴火による災害
有珠山噴火2000年

（日本損害保険協会提供）

津波による災害
東日本大震災2011年 地震による火災 地震による倒壊 津波による流失

地震による火災 地震による倒壊 津波による流失

協賛
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