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1.　家族で話し合おう
家族で防災について話し合いましょう災害を減災に導くため

実際に地震が発生したときのことを想定して、各自ですべきことや避難方法、連絡方法などを家族で話し合っておきましょう。

1.役割分担を決める
●日常の予防対策上の役割と地震発生時の役割を決めておく。
●高齢者や乳幼児などがいる場合は、保護担当者を決める。

2.危険箇所をチェック
●家の内外をチェックして、危険箇所をさがす。
●危ない箇所は、修理や補強方法について話し合う。

3.安全な空間を確保
●家具の配置換えをして、家の中に安全なスペースを確保する。
●家具の転倒・落下を防ぐ方法を決める。

4.非常持出品のチェック
●必要な非常持出品がそろっているか確認する。
●定期的に保存状態や使用期限を点検・交換する。

5.防災用具などの確認
●消火器や救急箱、非常用品の置き場所を確認。
●消火器の使い方を覚えておく。
●応急手当ての方法を覚えておく。

6.連絡方法や避難場所の確認
●家族が離ればなれになったときの連絡方法や避難場所を確認する。
●できれば休日などを利用し、みんなで避難経路などの下見をしておく。
●防災連絡カードをつくり、携帯しておく。

家
族
で
話
し
合
お
う

平成29年9月
福岡市長　髙島　宗一郎

　福岡市では、平成28年熊本地震での経
験を教訓に、市民、NPO、企業、行政な
ど様々な主体が「共創」して、防災や減災
の取り組みにチャレンジしています。

　災害発生直後にコミュニティの力で避
難所を立ち上げて運営できるよう、地域
のリーダー向けに避難所運営に関する講
座を実施したり、九州内で大規模な災害
が起こったときに自治体が広域的に連携
して支援する体制づくりを提案し「九州市
長会における災害時相互支援プラン」を
策定するなど、災害に強いまちづくりを目
指した多様な取り組みを進めているとこ
ろです。
　この冊子は、NTTとの地域共働事業に
より作成したもので、災害時の安否確認
の方法や、避難所の場所、避難所生活の
ポイントなどをわかりやすくまとめていま
す。いつどこで起こるかわからない災害へ
の備えとして、ぜひご一読いただき、身近
なところに置いてください。
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安否を確認する手段をあらかじめ決めておこう
2.　安否確認

NTTドコモ au ソフトバンク

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

99 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/

安
否
確
認
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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。

3.　情報の収集（1）
防災情報の入手方法を知りましょう

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

地震情報

気象警報

河川水位

緊急情報

雨量情報

避難勧告

携帯電話用QRコード

福岡市防災ホームページ

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。

情
報
の
収
集
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防災情報の入手方法を知りましょう
情
報
の
収
集

3.　情報の収集（2）

福岡市防災マップ

福岡市浸水ハザードマップ

福岡市揺れやすさマップ

福岡市土砂災害ハザードマップ

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。

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。

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。

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

携帯電話用
QRコード

携帯電話用
QRコード

携帯電話用
QRコード
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非常持出品は家族構成を考えて必要な分だけ用意し、避難時にすぐに取り出せる場所に保管しておきましょう。災害発生
時に最初に持ち出す非常持出品と、災害から復旧するまでの数日間を支える非常備蓄品を分けて用意しておきましょう。

災
害
に
備
え
る

準備しておきたい非常持出品は？
4.　災害に備える

最低限そろえておきたいもの

できれば１人にひとつ用意。
予備の電池と電球も忘れずに。

小型で軽く、AMとFMの両方
を聞けるものを用意。予備の電
池は多めに用意を。

非常持出品
懐中電灯 携帯ラジオ

レトルト米や缶詰など、火を通
さずに食べられるものを。水は
ペットボトルが便利。乳幼
児がいる場合には粉ミ
ルクなども忘れずに。

非常食・水

現金、預貯金通帳、印鑑、健
康保険証・住民票のコピーな
ど。現金は10円硬
貨も（公衆電話の
利用に便利）。

キズ薬、ばんそうこう、解熱
剤、かぜ薬、胃腸薬、目薬など。
常備薬があれば忘れ
ず用意を。

貴重品 救急医薬品
ヘルメット（防災ずき
ん）、上着・下着、タオ
ル、軍手、紙の食器、
ライター（マッチ）、
缶切り、栓抜き、ろう
そく、ナイフ、ビニール袋、ティッ
シュ、ビニールシート、生理用品、
紙おむつやほ乳びんなど。

その他

災害時に備えるために

缶詰やレトルト食品、ドライ
フーズや栄養補助食品、調味
料など。食料は非常食3日分
を含む数日分を最低限備蓄し
ておくように。

飲料水は大人1人当たり、1日
3ℓが目安。少なくとも3日分の
用意を。ペットボトルのほか、ポリ
容器にも水をためておくと便利。

非常備蓄品
食　品 水

卓上コンロや固形燃料、予備のガ
スボンベのほか、毛布、寝袋、洗面用
具、ラップ、使い捨てカイロ、ロープ、
バール・スコップなどの工具、マスク、
トイレットペーパー、新聞紙、簡易トイ
レ、予備のめがね、バ
イク・自転車、ドライ
シャンプーなどがあ
ると便利。

燃料・その他

こんな用意も必要です

ミルク、ほ乳びん、離乳食、スプー
ン、おむつ、洗浄綿、おんぶひも、バス
タオルまたはベビー毛布、ガーゼま
たはハンカチ、
バケツ、ビニー
ル袋、石けんな
ど。

乳幼児のいる家庭で
用意するもの

妊婦のいる家庭で
用意するもの

着替え、おむつ、ティッシュ、
障害者手帳、補助具等の予備、
常備薬など。

要介護者のいる家庭で
用意するもの

脱脂綿、ガーゼ、サラシ、T字
帯、洗浄綿および新生児用品、
ティッシュ、ビニール風呂敷、母
子手帳、新聞
紙、石けん
など。

母子手帳

1日3ℓ 3日分

×缶

缶 缶

缶 缶 缶
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大きな地震が発生したら、冷静に対応するのは難しいもの。しかし、一瞬の判断が生死を分けることもあり
ます。地震が起きても「あわてず、落ち着いて」行動するために、以下の行動パターンを覚えておきましょう。

地震が起きたらどうするか？あなたの意識が、家族を守る
5.　災害が起こったら（1）

災
害
が
起
こ
っ
た
ら

●消火・救出活動
　隣近所で協力して消火や救出を。
　あわせて消防署等へ通報する。

●生活必需品は備蓄でまかなう
●災害情報、被害情報の収集
●壊れた家には入らないこと
●引き続き余震に警戒する

●落ち着いて、自分の身を守る
●火の始末はすばやく
●ドアや窓を開けて、
　逃げ道を確保する

地震発生 強い揺れ（震度5弱以上）が始まる
数秒から数十秒前に、テレビやラ
ジオなどで「もうじき揺れること」を
知らせてくれます。ただし、震源に
近い地域では、強い揺れに間に合
わないことがあります。

10分～
数時間

～3日くらい

緊急地震速報

5分 ●ラジオなどで情報を確認
●電話はなるべく使わない
●家屋倒壊などの恐れがあれば避難する

地震ニュース

●子どもを迎えに
　自宅を離れるときには、行き先を書いて！
●さらに出火防止を！
　（ガスの元栓、電気のブレーカー）

5～10分

●隣近所の安全を確認
　特に一人暮らし高齢者など災害時要援護者がいる
　世帯には積極的に声をかけ、安否を確認する
●余震に注意

3分

●火元を確認、出火していたら初期消火
●家族の安全を確認
●靴をはく
●非常持出品を手近に用意する

1～2分 津波、山・がけ崩れの危険が
予想される地域はすぐ避難
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災
害
が
起
こ
っ
た
ら

5.　災害が起こったら（2）
雨風が強まってきたらどうするか？早目の避難に勝る防災なし！

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を取り、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

◇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
子どもから目を離
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
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応
急
手
当

いざという時の応急手当
6.　応急手当（1）

①傷口を圧迫する（圧迫止血）
出血がひどかったら

骨折の疑いがあったら

やけどをしたら

出血している部分にガーゼやタオルを当て、その上から手のひら
で圧迫する。また、感染を防ぐため、できる限り、ビニール手袋やビ
ニール袋を使用するのが望ましい。

①動かさないようにして、傷や出血の手当を
②患部を固定する

③安静にして、早めに医療機関へ
◆骨折の見分け方

副木を当て、骨折した部分の上と下の関節を固定して、骨折し
たところが動かないようにする。手近で代用できるものを使う。

①早く水で冷やす
できるだけ早く、やけどした部分を水で冷やす。痛みや熱さを感じなくな
るまで十分冷やすのがコツ。
②患部にガーゼを当てがう
冷やした後は、やけどした部分を清潔なガーゼ、または布などで軽く包み、
その状態で医療機関へ。
③水疱(水ぶくれ）をつぶさないように
水疱ができたときは、なるべくつぶさないようにする。

◆手足のやけどの冷やし方
流水を直接当てると刺激が強すぎる場合、流しっぱなしの水道の下に洗面器などを置き、そこに浸ける。

◆衣服を着ているときの冷やし方
衣服を着たままの状態で冷やす。そして、水をかけながら注意して、脱がす。脱がせにくい場合は、はさみ
で衣服を切る。また皮膚がゆ着している場合は、無理にはがすのはやめる。

②傷口を心臓より高くする
傷口は心臓よりも高い位置まで上げましょう。

□けがをしたところが不自然に変形している。
□腫れて、痛みが激しい。
□骨が突き出ている。疑わしいときは、骨折したものとして手当を。

●代用副木

切る

止血法

熊本地震体験談
●熊本地震では余震が長く続き、多くの方が車中泊となった。普段から、最低でも毛布と水は常に車に
　装備しておいた方がよいと思った。
●ガソリンの購入が困難で苦労した。日頃からガソリンスタンドの場所確認や早めに給油する習慣が必
　要だと思った。
●携帯の充電が出来ずに情報収集が出来なかったことから、ラジオの大切さを感じた。
●震災後すぐの情報で避難所での自衛隊給水情報を知ったが、実際は給水をやっていなかった。全ての情報
　を鵜呑みに出来ないと思った。
●地震発生後すぐは、通信障害で携帯電話が繋がらなかったが、LINEの無料通話が出来て便利だった。

熊本在住の地震経験者が語る体験談

※意見は参加者個人の主観であり、発言内容について、有効性を保証するものではありません。
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手
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目で胸やお腹が動くかを「見て」
耳で息の音を「聞いて」
ほほで吐息を「感じて」

胸やお腹の動きを確認

4.　胸骨圧迫
（心臓マッサージ）
胸の真ん中を押す

5.　人工呼吸
落ち着いて

かるく吹き込む

脳を守る5つのポイント
AEDはこのような人に

使用しましょう

AEDを持ってくる

倒れた人の近くで
AEDの電源を入れる

1.　反応の確認

30回

2回

声をかけ反応をみる

胸骨圧迫をする場所

１分間に
100回のリズム

1回1秒かけて2回

日頃と違うところは
ありませんか？

2.　気道の確保
息のしやすい
姿勢にする

3.　呼吸の確認
胸と腹部の動きを落ち着いて

ゆっくり確認する

「反応がない」
「うめき声」
「名前・年齢が言えない」
基本は平常時との違いに
気付くこと！

乳児（1歳未満）にはAEDは使用
できません。

フタを開けると自動的に電源が入ります。
電源を入れたあとは音声指示に従って進
めば大丈夫！
倒れた人の服を
めくり（肌に直接）
電極パッド
を貼る

すき間ができないよう密着させて貼る。

汗・水などでぬれている場合は、
パッドを貼る部分を拭いてください。

AEDが自動的に
心臓のリズムを解析

解析中は患者に触れない！

AEDが自動的に患者の心電図を
解析します。

誰も触れていないこと
を確認
ショックボタンを押す
ショックボタンを押した後、メッセージ
に従いすぐ蘇生法をスタートします。

息のしやすいようにあご先を持ち上
げ、頭を後方へ軽くそらせ、空気の通
り道をつくる。

※人工呼吸はたくさん吹き込む必要はありません。
※直接口に触れないための感染防護具がある場合は
　使用しましょう。
人工呼吸をすることが困難な場合は省略してもかまいません。

鼻をつまんで、口にかるく息を吹き込みます。

救急車を
呼ぶ

反応がない
呼吸がない

熊本地震体験談
●水道復旧が遅れたため、お風呂に入れず苦労した。トイレも含め日頃から風呂の水はすぐに抜かない
　よう習慣づけが必要だと思った。
●災害時の性的被害の多さに驚いた。女性、子どもを一人にしない等、複数で行動することが、対策だと思う。
●食べ物を確保するのに、Twitter（ツイッター）等SNSの情報が役に立つことがあった。○○商店には
　食料がある、□□スーパーには水があるといった情報が入手できた。
●ライフラインが使えないと現金も引き出せないことから、緊急用の現金は確保している必要があると感じた。
●家に「避難所にいます」の紙を貼るといったお知らせは、留守にしていると不審者に知らせることになるので、                        
　避けた方が良いと思った。（お知らせを貼って、外出する際は、貴重品は必ず持って出るようにしましょう） 

熊本在住の地震経験者が語る体験談

呼吸をしていない

繰り返し

呼吸をしていますか？

AEDを
持ってくる

ショックの必要あり
ショックの必要なし

ショックの後すぐ

6.　応急手当（2）

※意見は参加者個人の主観であり、発言内容について、有効性を保証するものではありません。
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7.　避難所生活

トイレは共同で使う物です。一人一
人が不衛生にならないよう気をつ
けましょう。特に紙づまり等がよく
ある事象です。
各避難所のルールが設けられてい
る事があるので確認しましょう。

●外国人

避難所のトイレの使い方 体調不良に注意する
避難所ではこれまでの生活と違い
環境が変わりプライバシーも確
保できない状況があります。
自分自身で体調管理に気をつ
け、夏場であれば十分な水分
補給や冬場では防寒対策に
心がけましょう。

震災後には窃盗や強盗と言った
犯罪が多発します。避難所でも
窃盗や、女性を狙った性犯罪もあ
りますので周りの人への声かけ
や単独行動しないよう心がけま
しょう。また、不審な人を見たり、
犯罪を事前に察知したらすぐに
避難所の管理人や担当者へ進言
しましょう。

避難所の防犯対策 ペットの世話について
災害が起こった時に飼い主はペットと同行避
難することが基本ですので、平常時からそれ
に備えるべき対策についての意
識をもち、ペットの安全と健康
を守るとともに、他の避難者
への迷惑にならないように
努めましょう。

●身ぶり手ぶりで話しか
　け、孤立させないよう
　に。

●耳が不自由な人
●口を大きく動かし、はっ
　きりと話しましょう。
●身ぶりや筆談などで正
　確な情報を伝えましょ　
　う。

●車いすを利用している人
●階段では２人以上で援助を。上りは前向き、
　下りは後ろ向きで移動します。
●援助者が１人の場合はおんぶひもなどを利
　用し、おぶって避難を。

●目の不自由な人
●つえを持つ手と反対側のひじのあたりに軽く　
　触れるか、腕や肩をかして半歩くらい前をゆっ
　くり進みましょう。
●階段などの障害物を説明しながら進みましょう。

●高齢者や傷病者
誘導する際のポイント

●複数の人で対応します。
●緊急のときはおぶって
　避難します。
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災害後の後始末と生活再建
生活を再建させるために

8.　生活再建

加入している損害保険の補償対象災害と、その補償額を確認しておきましょう。

被災した家屋や事務所などの被害の程度を証明
する書類。市区町村が現地調査を行い発行する
もので「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」と
いった区分で被害のレベルを判定します。左記の
被災者支援制度を受けるために必要となります。

●保険金を受給する場合
●被災者生活再建支援金を受給する場合
●義援金を受給する場合
●税金の減免などを受ける場合
●国民健康保険料の減免などを受ける場合
●被災者向けの融資を受ける場合
●仮設住宅への入居の場合

もう一度確認しておきたい！

自宅になんらかの被害が見られる場合は、「被災度区分判定」を依頼しましょう。被災度区分判定は、
建物の所有者が建物の復旧を目的として建築技術者と任意に契約して実施するものです。建築技
術者は、被災した建物の残存耐震性能を調査し「倒壊」「大破」「中破」「小破」「軽微」「無被害」にラン
ク分けし、判定します。自宅の本格的復旧は、この作業から始まることとなります。

自宅を本格復旧するために

おもな公的生活再建支援

自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた方々に、当面の生活資金を給付するとともに、
住宅再建の方針が決まった時には、再建方法に応じた支援金を給付する制度。

①被災者生活再建支援制度

「災害救助法」適用市区町村が対象となり、大規模半壊・半壊と認定された住宅の応急修理に対する
支給制度。

②住宅応急修理支援制度

【災害弔慰金】
自然災害による死亡者・行方不明者の遺族に対して支給される弔慰金。
【災害障害見舞金】
自然災害により重度の障がいを負った被災者に支給される見舞金。

③災害弔慰金・災害障害見舞金

り災証明書を申請する

被災度区分判定を受ける

生
活
再
建
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桜坂中央外科
福岡市中央区桜坂2-1-41

院長　髙原　清彦　副院長　住吉　康史

（092）751-5914

外科・整形外科
　　胃腸外科・肛門外科

_0XK1Q_K0807752516003.pdf   1   2017/04/05   16:51

福
岡

FUKUOKA BUNKA SHUTTER HANBAI

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

801－4588
早良区・城南区・西区　福岡市早良区田隈1丁目12ー34

無料
見積り

です。
無料
見積り

です。

_0XK4I_K0773979116004.pdf   1   2017/04/05   17:01

〒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

_0ZI1O_K0801570116017.pdf   1   2017/05/26   10:33

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

_0XKR5_K0808962116003.pdf   1   2017/04/06   11:20

ー地域の防災に協力していますー協　賛
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古い建物は耐震チェックを古い建物は耐震チェックを
地震で建物が倒壊すると被害が大きくなります。大勢の人が建物の下敷きになってし
まうからです。建物の耐震対策はきわめて重要です。1981（昭和56）年５月までの建
物は旧建築基準法で作られた耐震基準の低い時代の建物です。耐震診断チェックが必
要です。

家具の固定が大切家具の固定が大切
地震のけが人のおよそ半数は、家具の下敷きになって起きます。室内の家具を
固定することで被害を減らせます。寝室では背の高い家具を置かないことで
す。子ども部屋も同様です。一家が団らんするリビングの安全対策も重要で
す。お宅でも各部屋の点検をしましょう。

丈夫な住宅とは丈夫な住宅とは
いま住んでいる住宅が大地震に耐えられるかどうか簡単なチェックをしましょう。
丈夫な建物は、壁が四隅に配置されている、基礎のコンクリートと建屋がボルトや
金物でしっかり結ばれている、屋根が軽いなどがポイントです。住宅の平面図を描
いてチェックしてみましょう。

飲料水・食料の備蓄飲料水・食料の備蓄
災害に備えて飲料水や食料を備蓄しましょう。備蓄はおおむね１週間分が目安です。
多すぎると思うでしょうが、被災地が広域にわたる大地震の場合は、救援の手が被災
地に及ぶまでには日数がかかりますから、１週間の備蓄が必要とされます。

避難に際しての必需品避難に際しての必需品
地震後、避難に際して身につけるものを準備しておきましょう。頭を保護する
ヘルメットや頭巾、割れて散乱したガラスなどを踏み抜かないように厚底の
靴、火災の煙や埃を避けるためにマスク、そして手袋。これらは必需品です。
すぐ取り出せるようにしておきましょう。

記事：防災アドバイザー 川端信正
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⑤

⑥

⑦

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。

③

②

①P18-19P18-19

P24-25P24-25

P26-27P26-27

P28-29P28-29

P20-21P20-21

P30P30

P22-23P22-23

●連絡先と家族の情報 記入後は家族みんなが持つようにしましょう。

救助された時、家族がはなればなれになった時のために家族データ
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防災特集をご覧ください。
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●連絡先と家族の情報 記入後は家族みんなが持つようにしましょう。

救助された時、家族がはなればなれになった時のために家族データ
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