
バックビルディング現象
積乱雲が次々発生、猛烈な雨が長時間降り続く

「バックビルディング現象」とは、激しい雨を降らせる積乱雲が次々と生

まれ、まるで都会のビル群のように並ぶ現象のことです。積乱雲の寿命

は30～60分ほどですが、バックビルディング現象が起こると同じ場所

で長時間激しい雨が降り続きます。西日本各地に大きな被害をもたら

した「平成30年7月豪雨」でも、この現象が起こっていました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　げんしょう　　　　　　はげ　　　　あめ　　 ふ　　　　　　  せきらんうん　　 つぎつぎ　　 う

　　　　　　　　　　　 とかい　　　　　　  ぐん　　　　　　　　なら　　げんしょう　　　　　　　　　　  せきらんうん　　 じゅみょう

　　　　　　　　　  ふん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 げんしょう　　  お　　　　　　おな　　　ばしょ

　　ちょうじかん  はげ　　　　あめ　　  ふ　　  つづ　　　　　　　  にしにほん　 かくち　　　おお　　　　  ひがい

　　　　　へいせい　　　ねん　 がつ ごうう　　　　　　　　　　 げんしょう　　 お

覚えておこう！

暖かく湿った空気が流れ込む

上昇気流で積乱雲が発達

風に流されて積乱雲がビル群のように並ぶ

同じ場所で豪雨が降り続く

一定方向の風

 せきらんうん　　  つぎつぎ はっせい　 もうれつ　　  あめ　　 ちょうじかん　ふ　　  つづ

げんしょう

災害時の住民への避難の呼びかけには
◎避難準備・高齢者等避難開始　◎避難勧告　◎避難指示（緊急）
があり、緊急性や強制力は「避難準備・高齢者等避難開始」→「避難勧告」→「避難指示（緊急）」
の順に高くなります。

「避難勧告」と「避難指示（緊急）」の違い
保護者の方へ〈防災MEMO〉

緊急性 高
い

避難準備・
高齢者等避難開始

避難勧告 避難指示
（緊急）

「避難勧告」や「避難指示」を
行うことが予測される場合
に発令されます。避難の準備
を呼びかけるとともに、高齢
者などの要配慮者に対して
避難行動を求めます。

災害による被害が予想され、
人的被害が発生するおそれ
が高まった場合に発令され
ます。対象住民に避難を求め
ます。

状況がさらに悪化し、災害に
よる人的被害の危険性が非
常に高まった場合に発令さ
れます。避難をしそびれた住
民に、ただちに避難行動をと
るよう求めます。
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じょうしょうきりゅう　 せきらんうん　　はったつ

あたた　　　 しめ　　　   くうき　　 なが　　こ

いっていほうこう　かぜ かぜ　  なが　　　　　せきらんうん　　　　　  ぐん　　　　　　　なら

おな　　ばしょ　　  ごうう　　  ふ　　つづ



原子力発電所などで事故が起こると「放射性物質」や「放射線」が外に漏れ出て空気中

に広がります。放射性物質や放射線は目に見えず、色もにおいもないため、体のなかに

吸い込んだり、体についていることはすぐには分かりません。放射線を浴びたり、放射

性物質を吸い込んだり、またこれらに汚染された水や食べものを飲んだり食べたりす

ることで、みんなの健康にとても悪い影響が出るといわれています。

原子力災害ってなに？

放射性物質からの放射線

放射性プルーム
（放射性物質が雲状になったもの）

げんしりょく　　　　さいがい

げんしりょく はつでんしょ　　　　　　　  じこ　　　  お　　　　　　　  ほうしゃせい  ぶっしつ　　　　 ほうしゃせん　　　 そと　　  も　　　で　　  くうきちゅう

せい ぶっしつ　　  す　　   こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おせん　　　　　　  みず　　  た 　　　　　　　　　の　　　　　　　た

ほうしゃせいぶっしつ　　  　　 ほうしゃせん

ほうしゃせい

放射性物質の沈着
ほうしゃせいぶっしつ　ちんちゃく

食べ物についた

放射性物質の摂取

た　　もの

ほうしゃせいぶっしつ　 せっしゅ

放射性物質の吸入
ほうしゃせいぶっしつ　きゅうにゅう

ほうしゃせいぶっしつ　 くもじょう

けんこう　　　　　　　　わる　　えいきょう　　で

す　　　こ　　　　　　    からだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　わ　　　　　　　　　　　  ほうしゃせん　　   あ　　　　　　　　ほうしゃ

ひろ　　　　　　　　　 ほうしゃせい ぶっしつ　　 ほうしゃせん　　  め　　　み　　　　　  いろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 からだ
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原子力災害が起こったことをどうやって知ればいいの？

原子力災害が起こり、放射性物質や放射線が空気中に漏れ出て、みんなの健康に悪い影響が

ありそうなときは、兵庫県やみなさんの住

んでいる市や町から無線や広報車などで

連絡があります。テレビやラジオなどで

も非常放送がながれます。どこでどうい

う被害がありそうなのかを広報車の連絡

やテレビ・ラジオの放送を注意して聞き、

大人の指示に従いましょう。

学校や家にいるとき

学校や家にいるときに原子力災害が起こったら、先生やお家の人のいうことをよく聞き、外の
空気が学校などの建物の中に入らないように、窓やドアを閉めてエアコンや換気扇を止めま
しょう。建物の中ではできるだけ窓から離れて、教室や部屋の中央に集まり、テレビやラジオ
があれば放送をよく聞きましょう。また、放射性物質は目に見えないため、決して勝手に外に
出ないようにしましょう。

外にいるとき・外から帰ってきたとき・外に出るとき

原子力災害ってなに？原子力災害ってなに？

外にいるときに原子力災害が起こった場合は、外の空気に触れないようにできるだけ早く建

物の中に避難しましょう。外から帰ってきたときは、知らない間に放射性物質が肌などについ

ているかもしれないので、顔や手をよく洗い流

し、必ずうがいをしましょう。また、大人の指示

で別の場所に移動するために外に出るときは、

できるだけ肌が外の空気に触れないように、レ

インコートなどフードつきの長袖の上着、長ズ

ボン・長靴・手袋・靴下・マスクなどを着用しま

しょう。

げんしりょくさいがい

げんしりょくさいがい　　　　　お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し

がっこう　　　  いえ

そと　　　　　　　　　　　　　　 そと　　　　　  かえ　　　　　　　　　　　　　　　　  そと　　　  で

げんしりょくさいがい　　  お　　　　　ほうしゃせいぶっしつ　　ほうしゃせん　　くうきちゅう　　 も　　   で　　　　　　　　　　　けんこう　　わる　 えいきょう

がっこう　　いえ　　　　　　　　　　　 げんしりょくさいがい　　  お　　　　　　　    せんせい　　　　うち　  ひと　　　　　　　　　　　　　　　き　　　 そと

そと　　　　　　　　　　　 げんしりょくさいがい　　  お　　　　　　 ばあい　　　 そと　　 くうき　　　ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はや　　たて

もの　　なか　　 ひなん　　　　　　　　　　 そと　　　  かえ　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　  あいだ　 ほうしゃせいぶっしつ　　はだ

かお　　 て　　　　　　あら　　なが

かなら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おとな　　    しじ

べつ　　  ばしょ　　  いどう　　　　　　　　　   そと　　 で

はだ　　そと　　 くうき　　　ふ

ながそで　　 うわぎ　 なが

ながぐつ　てぶくろ　 くつした　　　　　　　　　　　　 ちゃくよう

たてもの　　なか　　　　　　　　　　　　　 まど　　　  はな　　　　 きょうしつ　　  へや 　　ちゅうおう　 あつ

ほうそう　　　　　  き　　　　　　　　　　　　　　　 ほうしゃせいぶっしつ　　  め　　  み　　　　　　　　　　　けっ 　　　  かって　　  そと

で

くうき　　  がっこう　　　　　  たてもの　　なか　  はい　　　　　　　　　　　　 まど　　　　　　　  し　　　　　　　　　　　　　　 かんきせん　　   と

し　　 まち　　　　むせん　　　こうほうしゃ

れんらく

ひじょうほうそう

ひがい　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうほうしゃ　　れんらく

ほうそう　　ちゅうい　　　　 き

おとな　　   しじ 　　したが

ひょうごけん　　　　　　　　　　　　す
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「非常用バッグ」を用意する 「防災カード」を持とう

災害が起こった時に持ち出すものをそろ

えておきましょう。

両手が使えるように、リュックサックなど

の背負えるもので、家族ひとりひとりの非

常用バッグを用意しましょう。

あらかじめ、バッグを背負った状態ですば

やく動くことができるか確かめたり、飲料

水や食べ物の消費期限なども時々確認し

ておきましょう。

自分や家族の名前・住所・電話番号などを

書いた「防災カード」を家族みんなで持ち

ましょう。

離ればなれになった家族を探したり、連

絡を取り合う時に役に立ちます。

災害が起こった時に、ひとりでも家族と連

絡が取れるように、また助けてくれた人が

困らないように、防災カードをつくって、

家族みんなで持つようにしましょう。

災害は急に起こります。その時になって困らないためにも、災害に備えて前もって準備

しておきましょう。

名前

住所

電話番号

防災カード
名前

住所

電話番号

防災カード

名前

住所

電話番号

防災カード名前

住所

電話番号

防災カード

災害に備えよう！

〉〉防災カードに記入しよう！（P.34）

さいがい　　　　　　 そな

さいがい　  きゅう　　お　　　　　　 　　　　　　　 とき　　　　　　　  こま　　　　　　　　　　　　　　　 さいがい　　そな　　　　まえ　　　　　   じゅんび

ひじょうよう　　　　　　　　　　　　　 ようい ぼうさい　　　　　　　　　　　　　も

さいがい　　  お　　　　　　 とき　　  も　　　だ じぶん　　　 かぞく　　　なまえ　 じゅうしょ   でんわばんごう

ぼうさい　　　　　　　  きにゅう

さいがい　　 お　　　　　　とき　　　　　　　　　　　　　 かぞく　　 れん

らく　　  と　　　　　　　　　　　　　　　たす　　　　　　　　　  ひと

こま　　　　　　　　　　　　　 ぼうさい

かぞく　　　　　　　　　も

か　　　　　  ぼうさい　　　　　　　　　  かぞく　　　　　　　　　 も

はな　　　　　　　　　　　　　　　　　 かぞく　　  さが　　　　　　　 れん

らく　　 と　　  あ　　  とき　　やく　　  た

りょうて　　 つか

じょうよう　　　　　　　 ようい

すい　　 た　　  もの　　　しょうひきげん　　　　　　  ときどき かくにん

せお　　　　　　　　　　　　 かぞく　　　　　　　　　　　　　　 ひ

うご　　　　　　　　　　　　　　　  たし　　　　　　　　 いんりょう

せお　　　　 じょうたい
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□ ヘルメット・防災ずきん

□ 懐中電灯

□ ラジオ

□ 乾電池

□ 飲料水（3日分）

□ 食べ物(3日分)

□ 救急セット・薬

□ 下着・靴下

□ 洗面用具

□ 軍手・レインコート

□ ナイフ・缶切り

□ マッチ・ライター・ろうそく

□ ティッシュ

□ タオル

□ ビニール袋

□ 筆記用具

□ 預金通帳コピー

□ 現金(札・小銭)

災害に備えよう!災害に備えよう!

「非常用バッグ」に入れるもの
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ぼうさい

ひじょうよう い

かんき

ぶくろ

ひっき　  ようぐ

げんきん　さつ　　  こぜに

よきん  つうちょう

かいちゅうでんとう

かんでんち

いんりょうすい　   みっかぶん

きゅうきゅう　　　　　　　くすり

したぎ　　 くつした

せんめん　 ようぐ

ぐんて

他に必要なものがないか、家族と話し合っておきましょう。

入れたらチェック！

ほか　　　ひつよう かぞく　　 　はな　　   あ

い

た　　   もの　   みっかぶん

さいがい　　　 そな

ペットを飼っている家庭では、ペット用の食事（3～5日分）と水、現在服用中
の薬なども準備しておきましょう。また、もしもはぐれてしまった時のため
にペットには住所や電話番号がわかるよう迷子札を付けておきましょう。

　　　　　　　  か　　　　　　　　  かてい　　　　　　　　　　　よう　　しょくじ　　　　　  にちぶん　　　みず  げんざいふくようちゅう

　  くすり　　　　　 じゅんび　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  とき

　　　　　　　　　　　じゅうしょ　　でんわ ばんごう　　　　　　　　　　　   まいごふだ　　　つ



防災マップを見ながら、自分の家から避

難場所までの道を家族みんなで歩いてみ

ましょう。

防災マップを確認しよう

避難ルートを確認しよう

自分が住んでいる町には必ず広い避難場

所が決められています。

また、災害が起こった時の自分の町の危

険度を調べることができる「ハザードマッ

プ」などは、市役所（役場）に置いてあった

り、ホームページでも見られるところもあ

るので確認してみましょう。

実際に歩いてみて、家がたくさん建ってい

るところ、川や海の近く、せまい道など危

なそうなところを確認し、その場所を防災

マップに書き込んで、安全に避難できる

道順を見つけておきましょう。

また、その道が通れなくなることもあるの

で、２つ以上の避難ルートを考えておきま

しょう。

家族の中にお年寄りや病気・ケガをして

いる人がいる場合は、その人たちも安全

に避難できるのかも考えておきましょう。

災害に備えよう！災害に備えよう！
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さいがい　　そな

ぼうさい　　　　　　　　　　　かくにん

ひなん　 　　　　　　　　　　かくにん

じぶん　　　す　　　　　　　　 まち　　　  かなら　  ひろ　　  ひなん　ば じっさい　　 ある　　　　　　　　  いえ　　　　　　　　　　 た

かくにん　　　　　　　  ばしょ　　 ぼうさい

かわ　　うみ　　 ちか　　　　　　　　　みち　　　　あぶ

か　　　 こ　　　　　  あんぜん　　   ひなん

みちじゅん　  み

みち　　とお

いじょう　　  ひなん　　　　　　　  かんが

かぞく　　  なか　　　　　としよ　　　　  びょうき

ひなん　　　　　　　　　　　　かんが

ひと　　　　　　　ばあい　　　　　　　　ひと　　　　　　 あんぜん

ぼうさい　　　　　　　  　み　　　　　　　　  じぶん　　  いえ　　　　　ひ

なん  ばしょ　　　　　　  みち　　 かぞく　　　　　　　　   ある

さいがい　　  お　　　　　　 とき　　　じぶん　　  まち　　  き

しょ　　  き

けんど　　　しら

しやくしょ　　 やくば　　　　 お

み

かくにん



自分の家の危険度を知っておこう

みなさんの住んでいる家はどのような場

所に建っていますか？

家が川や海の近くに建っていたり、家の後

ろに山やがけがある場合、地震が発生し

たときにどのような危険があるのかをお

家の人と考えてみましょう。

地域で発生した災害を調べてみよう 

過去の災害の記録を調べることは、これ

から身近に発生するかもしれない災害を

予測し、備えることに役立ちます。みなさ

んの住んでいる地域にある図書館の郷土

史コーナーには、その地域の歴史につい

て書かれた本があるので、一度調べてみ

ましょう。

災害に備えよう！災害に備えよう！

家族との連絡方法を決めておこう

災害は家族と一緒の時に起こるとはかぎ

りません。ただし、いざという時に一番た

よりになるのは家族です。だから、災害が

起こる前に、「どこに集まるのか」「どのよ

うに連絡を取り合うのか」などを決めて

おきましょう。
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さいがい　　そな

かぞく　　　　　　 れんらく　ほうほう　　　  き じぶん　　　  いえ　　　　　きけんど　　　　  し

さいがい　　  かぞく　　  いっしょ　　 とき　　  お す　　　　　　　　 いえ　　　　　　　　　　　　  ば

ちいき　　　 はっせい　　　　　さいがい　　　しら

かこ　　　 さいがい　　　きろく　　  しら

みぢか　　  はっせい　　　　　　　　　　　　　　　　さいがい

よそく　　　  そな　　　　　　　　　　 やくだ

す　　　　　　　　   ちいき　　　　　　　としょかん　　　きょうど

し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちいき　　　 れきし

か　　　　　　  ほん　　　　　　　　　　　　いちど  しら

しょ　　 た

いえ　　かわ　　うみ　　ちか　　　　 た　　　　　　　　　　　いえ　　うし

うち　　ひと　 かんが

やま　　　　　　　　　　　　　 ばあい　　 じしん　　　はっせい

きけん

とき　　いちばん

かぞく　　　　　　　　　　　　　さいがい

お　　　　 まえ　　　　　　　　　　 あつ

れんらく　　  と　　   あ　　　　　　　　　　　　　　  き



いつ起こるか分からない震災や水害などの非常時に備え、日頃から準備しておきたい防災グッズ。「何

をどのように揃えればいいのか…」とお悩みの方にも分かりやすい、防災用品の一式セット（非常用

持出袋）も販売されています。今回は、非常食、水、ヘルメット、簡易トイレ、ライトなど、いざという時

に役立つアイテムを東急ハンズ 三宮店の売り場担当者さんに教えてもらいました。

いざという時のために備えましょう！

防災グッズ

水・湯・調理不要!開けてすぐ食べられる非常食

折り紙のようにたためて収納楽々
雨の日も使えるソーラーライト

楽しみながら防災の知識を学ぼう！

5年の長期保存。アレルギーの方にも安心の原材料のみ使用。パッケージは、災
害時に“少しでも明るくなってもらいたい”と思いを込めたポップなデザイン。

ＨＯＺＯＮＨＯＺＯＮＳＥＲＩＥＳ（左）和風鯛ごはん（中）海鮮カレーごはん
（右）洋風トマトごはん 各486円（税込）

いざという時に
役立つグッズを厳選！
防災ポーチを持ち歩こう

モシモではなく、イツモ備える
家族みんなが目にしやすい場所に

重さ390gのコンパクトな軽量タイプ。高性能ヘッドライト・緊急用カード型ラジ
オ・ウェットティッシュ・自立式携帯トイレ・薄型ブランケット・大判ハンカチ・ホ
イッスル・防災マニュアル＆緊急連絡ガイド・説明書＆ヒント集の9点セット。

すぐ実践できる、くらしの防災対策をまとめて紹介する万年日
めくりカレンダー。「モシモ」に備えるのではなく、「イツモ」の暮
らしに防災を取り入れることで、自然と防災意識が高まります。

折り紙のようにたためる
ソーラーライト。太陽光の
下8時間でフル充電、約10
時間使用できます。光の調
節は、弱・強・点滅の3段階。
防水タイプで雨の日も◎

子どもも大人も一緒に楽しみなが
ら学べるというコンセプトのもと
作られた「かるた」。日頃から災害
に対する備え、知識を身につける
ことができます。

災害イツモ 常時携行パックⅡ
7,344円（税込）

災害イツモ
マインドセットカレンダー
万年日めくり 1,080円（税込）

ランドポート：ソーラーパフ暖色 3,672円（税込）

日興美術：もしものかるた（左）震災バージョン（右）水害バージョン
各1,836円（税込）
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東急ハンズ 三宮店 ☎078-321-6161
神戸市中央区下山手通2-10-1／10:00～20：30
http://sannomiya.tokyu-hands.co.jp/ 
※取り扱い商品は随時変更



「ローリングストック法」とは、非常時専用の食材だけを備蓄するのではなく、レトルト食品やフリーズドライ食
品などの消費期限が半年から１年程度の食材を平常時に食べて、食べた分を買い足して備蓄する方法です。日
常的に食べることにより消費期限が過ぎることを防ぎ、災害時もカセットコンロや鍋があれば、調理することが
可能です。食材の保存期間が短いため、備蓄する食材の幅が広がります。日ごろから災害時を想定した調理を
考えることで、いざという時でも食べ慣れた食事をとることができ、防災意識を高めることにもつながります。

ローリングストックを活用したおいしい料理を作ってみましょう！今回はひと手間調理でおいしいレシピを、神
戸学院大学の防災女子のみなさんに教えてもらいました。

日常使っている食材を災害時にも活用する

おいしく食べよう！ローリングストック活用レシピ

ローリングストック法

おまめたっぷり
トマトリゾット

防災女子（神戸学院大学現代社会学部社会防災学科）

調理時間 10～15分
費用目安 700円前後
〈調理器具〉
カセットコンロ・鍋

◇材料（４人前）
・ミネストローネ缶…1缶（300ｇ）
・カットトマト缶…1/2缶（200ｇ）
・レトルト蒸し大豆…50ｇ
・アルファ化米…2袋
・コンソメ（顆粒）…小さじ２

・水…150ｃｃ
・オリーブオイル…適量
・塩コショウ…適量
・乾燥パセリ…適量

◇作り方

◇コツ・ポイント

① オリーブオイルを引いた鍋に、ミネストローネ
　 カットトマト、蒸し大豆、コンソメ、水を入れて中火で煮る。
② 煮立ってきたら弱火に。アルファ化米を乾燥状態のまま
　 加えて、硬さを確認しながら５分ほど煮込む。
③ 塩コショウで味をととのえ、パセリをかけて出来上がり！

トマトには、アミノ酸が豊富に含まれており、うま味がいっぱ
いでいろいろな食材と相性がいいです。大豆と組み合わせる
と、災害時に不足しがちな、たんぱく質補給に役立ちます。
※アルファ化米は、パックごはんで代用することも可能です。

カンかん
サラダ

調理時間 15～20分
費用目安 200円前後
〈調理器具〉
ポリ袋

◇材料（2人前）
・乾物ミックス…18ｇ
・ツナ缶（油漬け）…1/2缶（35ｇ）
・コーン缶…13ｇ
・ドレッシング…適量（お好みで）

◇作り方

◇コツ・ポイント

① 乾物ミックスを水で戻す。
② ①を水切りし、ポリ袋に入れる。
③ ②にツナ、コーンを加え、混ぜて出来上がり！

市販の乾物ミックスで、わかめ、しいたけ、ひじき、にんじん、だ
いこんなどを含んだものは、鉄分、ビタミンＡが大変豊富で、
災害時にはぜひ活用したい食材です。※乾物を戻す水がない
ときは、ツナ缶を水煮に変更すると、少量の水で戻ります。

神戸学院大学で防災や社会貢献を専門に学ぶ女子学生が、女性目線で

防災啓発を行うサークル。一人でも多くの女性そして家庭・地域社会へ

「やってみたくなる防災」を伝える活動に取り組んでいます。

〈出典〉伊藤 智：災害食BOOK，神戸学院大学
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保護者の方へ保護者の方へ

ライフラインが止まったら

地震などの災害時には、ライフラインが止まることが想定されます。いざというときにあわてない
ためにも、電気、水道、ガス、電話などが止まった場合の対処法を覚えておきましょう。

電気が止まったら
大地震などで電気が止まった場合には、念のた
めに熱器具類の電源プラグを抜き、屋内配線と
電気機器に異常がないかを点検してください。
また、避難する場合には通電火災を防ぐためブ
レーカーを落としましょう。夜間は真っ暗になる
ので、日頃から懐中電灯などを常備しておくこと
も大切です。また、冷蔵庫の電源も切れて庫内
の温度が上がるため、缶詰やレトルト食品などの
保存食をストックしておきましょう。エレベー
ターも止まってしまうので、マンションなどにお
住まいの方は階段を利用しましょう。屋外で電
線が切れていた場合には、危険なので絶対に近
づかず、電力会社に連絡してください。

水道が止まったら
災害時に水道が止まった場合、復旧するまでに
はかなりの日数を要します。最も大切なことは、
飲料水の確保です。人間の身体は成人一人あた
り少なくとも1日3リットルの水を必要とするた
め、水不足は命にかかわる可能性もあります。常
時3日分以上の飲料水を室内や車のトランクな
どに分散して準備しておきましょう。直接日光が
あたると水の腐敗の原因となる場合もあるの
で、日の当たらない冷暗所で保存するようにし
ましょう。また断水後、給水車が来た時に備え
て、ポリタンクを準備することや、トイレの水も流
れなくなるので、折りたたみ式の簡易トイレなど
を準備しておくことも大切です。
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保護者の方へ保護者の方へ

ガスが止まったら
地震などの災害時にガスを使用していた場合に
は、揺れが収まってから器具栓を閉めてくださ
い。ガス使用中に震度５度以上の強い地震が起
きた時は、安全装置が働いてガスが止まる仕組
みになっています。

災害発生後に注意すること
周囲にガスのにおいがするときはガス漏れの恐
れがあるので、窓やドアを開け、器具栓やガスの
元栓、ガスメーターバルブおよび容器バルブを
閉めて、ガス販売店か緊急連絡先に連絡してく
ださい。避難するときは、器具栓、ガスの元栓、ガ
スメーターバルブおよび容器バルブを全て閉め
るようにしましょう。

ガスの使用を再開するときの注意
ガス漏れやガスのにおいがしていないかを確認
しましょう。においがするときは、ガス販売店か
緊急連絡先に連絡してください。次に、ガス器具
に損傷がないか確認しましょう。破損があった場
合は、使用せず器具メーカーに修理をお願いし
ましょう。ガスが遮断された場合は、ガスメー
ターの表示を確認し、復帰を行ってください。
「圧力が低下した時」や「大量漏えい」の遮断表
示がある場合は、ガス販売店の点検を受けてく
ださい。

電話が通じにくい場合
地震や台風で大災害が起こると、固定電話や携
帯電話に関わらず通話が集中して電話が繋がり
にくくなります。家族や知人の安否情報につい
て確認がとりたいときには、「災害用伝言ダイヤ
ル171」や「災害用伝言板」を活用しましょう。

震度5
以上

STOP!
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みんなで考えようみんなで考えよう

答えは右下にあるよ！
こた　　  みぎした

答え：②二次災害

ライフラインの寸断や火災など、地
震が起こったあとに、それがもとで
起こる被害をなんという？

公害

も
ん
だ
い

1 2

3

二次災害

地震後災害

こうがい

　　　　　　　　　　　　　　　　　すんだん　　　　かさい　　　　　　　 じ

しん　　　 お

  お　　　　　　ひがい

にじ　 さいがい

じしん　  ご  さいがい



緊急地震速報について

Ｋｉｓｓ ＦＭ ＫＯＢＥでの「緊急地震速報」の伝え方

Kiss FM KOBEでは「地域情報」という「緊急地震速報」の特性から、兵庫県以外の地域で発生し
た大きな地震については「緊急地震速報」は放送しません。ただし兵庫県以外の地域で発生した地
震については、揺れが済んだ後に「震度速報」として各地の震度をお伝えします。

また、 「緊急地震速報」を放送する震度基準を、過去の地震災害の実態や二次被害発生の懸念等を
踏まえ「震度5弱」としています。これは気象庁と同じ発表基準となっています。
※緊急地震速報は秒を争う速報のため、通常番組の放送中でも中断して放送します。

緊急地震速報とは
「緊急地震速報」は大きな地震が発生した際に、強い揺れの到着を事前にお知らせするための情報
です。強い揺れが到達する前に、この情報をもとに身の安全を確保したり、エレベーターの制御、電
車の減速などに利用することで、地震による被害を軽減することが期待されています。
ただし現在の緊急地震速報は、地震が起きてからシステムが作動すること、情報解析に時間を要す
ることなどから、地震の揺れが到達した後に情報が届くことがあります。これまでの緊急地震速報
でも、震源地に近いところでは情報の伝達が間に合わなかった事案が報告されているように、どん
な地震でも揺れる前に情報が届けられ、正しく揺れの大きさがわかるオールマイティの情報源では
決してありませんのでご注意ください。

兵庫県で震度5弱以上の地震が予測される時のみ放送します。
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みんなで考えようみんなで考えよう

答えは右下にあるよ！
こた　　  みぎした

答え：②活断層

今から数十万年前に地震を起こして
これからも地震を起こすかもしれな
い断層のことをなんという？

危険断層

も
ん
だ
い

1 2

3

活断層

ゲリラ断層

きけん　 だんそう

いま　　　　　すう じゅうまんねん まえ　　　じしん　　　　お

　　　　　　　　　　　　 じしん　　　　お

　　  だんそう

かつだんそう

だんそう



知っておきたい『緊急速報メール』
『緊急速報メール』とは、気象庁または国及び公共団体が、災害に関する情報を携帯電話・スマートフォン向けに
メールで一斉送信するものです。NTTドコモ、au、ソフトバンクの各社がそれぞれサービスを提供しています。
緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報の3種類があり、緊急地震速報はブザー音、それ以外はチャイム音で
着信します。受信のための事前登録などは不要で、各社のサービス開始後に購入した携帯電話・スマートフォン
であれば自動受信されます。
詳しくはご契約された携帯電話・スマートフォン各社のWEBサイトでご確認ください。
【NTTドコモ】http://www.nttdocomo.co.jp/　　【au】http://www.au.kddi.com/
【ソフトバンク】http://www.softbank.jp

緊急地震速報が伝えられることによるメリット

緊急地震速報から強い揺れが到達するまでの時間は数秒から数十秒しかありませんが、速
報を伝えることで、みなさんの身を守る行動につなげられるとＫｉｓｓ ＦＭ ＫＯＢＥは考え
ています。

まずは慌てずに、
身の安全を確保しましょう！

看板やガラスの落下に注意する。 
ブロック塀や自動販売機など倒れそうな物、
ビルのそばから離れる。

屋外で伝えられた場合
1

2

震源が海底の場合、津波が発生する恐れが
あるので、海岸の近くにいる方は念のため、
津波に警戒する。避難指示を待つことなく、
高台など安全な場所に避難する。
大きな地震の後には、そのあと引き続いて地
震が発生すること（余震）があり、大きく揺れ
る恐れもあるので、余震にも警戒して身の安
全を確保する。

津波・余震に警戒する
1

2

頭を保護し、丈夫な机の下などに隠れる。
慌てて外に飛び出さない。
その場で火を消せる場合は火の始末、ただし
無理な消火はしない。
扉を開けて避難路を確保する。

家庭で伝えられた場合
1

2

3

4

慌ててブレーキを踏まない。
ハザードランプを点灯し、緩やかにスピード
を落とす。
大きな揺れを感じたら道路状況を確認し、左
側に停止する。
高速道路上では、車間距離を十分とる。

車の運転中に伝えられた場合
1

2

3

4

係員の指示に従い、落ち着いて行動する。
落下物から頭を保護し、照明などの下から退
避する。
慌てて出口や階段に殺到しない。

デパートなどの大規模施設で
伝えられた場合

1

2

3

緊急地震速報について緊急地震速報について
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大規模災害により被災した地域では、多くの人が家族や友人の安否を確かめようと電話をかける
ため、電話回線がパンク状態となります。このような状況下でも安否確認ができるように、NTTや
携帯電話会社各社が災害用伝言板サービスを提供しています。いざという時のために使い方を確
認しておきましょう。

NTTが提供する「災害用伝言ダイヤル171」は大規模災害が発生し、被災地へ向けての電話が繋が
りにくくなった場合に開設されるサービスです。被災地内の電話番号をメールボックスとして安否
などの情報を音声で録音・再生できます。携帯電話、公衆電話からも利用できます。 

ＮＴＴ「災害用伝言ダイヤル１７１」

「災害伝言板」は携帯電話会社各社が提供するシステムで、震度6以上の地震など大規模な災害が
発生した場合に開設されます。被災者が携帯電話から登録した安否に関わるテキストメッセージを
家族や親族、友人へ伝えることができます。201０年3月からは、携帯電話会社各社がそれぞれ提供
している災害用伝言版の安否情報を、一括で横断的に検索できるようになり、利便性が高まってい
ます。詳しい利用方法は、ご契約の携帯電話会社のWEBサイトでご確認ください。

携帯電話会社各社が提供する災害用伝言板

災害時支援サービスを活用しましょう
災害用伝言板について

伝言を録音または再生する時 1 7 1▶

1録音の場合

《被災者の場合》自宅の電話番号、または連絡を取りたい被災地の人の電話番号を市外局番からダイヤルする。
《被災地以外の人》連絡を取りたい被災地の人の電話番号を、市外局番からダイヤルする。

災害時のみ提供されるサービスですが、以下の日時に体験利用ができます。
●毎月1日及び15日 00:00～24:00　●正月三が日（1月1日00:00～1月3日24:00）　●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）

詳しくは http://www.ntt-west.co.jp/dengon/

(×××)×××-××××
▶

▶

2再生の場合

▶

〈録音の場合〉ガイダンスに従って伝言を録音。

▶

〈再生の場合〉ガイダンスに従って伝言を再生。

▶
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「自主防災組織」って？ 防災訓練に参加しましょう

地域の自主防災組織などが行う防災訓練

が、「いつ」「どこで」「どのような内容」で

行われているか調べてみましょう。

また、町の人とお互いに顔や名前などを

知り合うことで、いざという時に助け合え

る関係をつくっておき

ましょう。

災害が起きた時、被害を防ぐために、身近

な人と助け合うグループが「自主防災組

織」です。

防災だけでなく、実際に災害が起こった

時には、みんなの命を守ったり、被害が大

きくならないように活動します。

災害が起こった時に、自分たちの安全を自分たちで守れるように、日頃から地域の防災

イベントに参加しましょう。

暮らしを、都市を、未来をつくる。

土地に築いた基礎に建物がたち、その集積が都市になる。
24年前も、いまも、そしてこれからも。

私たちは「都市」と「そこに暮らす人びと」と共にあります。

〒550-0005 大阪市西区西本町1丁目15番8号
TEL 06-6536-4100／FAX 06-6536-0009

地域の防災イベントに参加しましょう
ちいき　　　　　　　  ぼうさい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さんか

さいがい　  　 お　　　　　　 とき　　　  じぶん　　　　　　  あんぜん　　  じぶん　　　　　　 まも　　　　　　　　　　　  ひごろ　　　　　 ちいき　　  ぼうさい

さんか

じしゅ　  ぼうさい　　そしき ぼうさい    くんれん　　　　 さんか

さいがい　　  お　　　　 とき　  ひがい　　  ふせ　　　　　　　　　  みぢか ちいき　　　じしゅ  ぼうさい  そしき　　　　　　おこな　 ぼうさい くんれん

おこな しら

まち　　ひと　　　　 たが　　　　かお     　なまえ

し　　  あ

かんけい

とき　　たす　　  あ

ないよう

ぼうさい　　　　　　　　　　　   じっさい　　 さいがい　　  お　　　　　　 

とき　　　　　　　　　　　　　いのち　 まも　　　　　　　  ひがい　　 おお

ひと　　たす　　　あ　　　　　　　　　　　　　　 じしゅ  ぼうさい　そ

しき

かつどう
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家族の防災カード 家族全員が持っておこう！

名前 性別

生年月日　　　　年　　　月　　　日 血液型　　　　　　　　　　　　　型

保護者名

家族の名前 続柄 連絡先

家族の集合場所

連絡先

住所　

電話　　　　　-　　　　　- 携帯　　　　　-　　　　　-

学校名・勤務先

持病・アレルギー

かかりつけ医
病院名

電話

担当医

家族全員分をコピーして使ってね！

〒　　　-

なまえ せいべつ

じゅうしょ

せいねんがっぴ

でんわ

がっこうめい　 きんむさき

かぞく　　しゅうごうばしょ

じびょう

かぞく　　  なまえ

かぞくぜんいんぶん　　　　　　　　　　　  つか

つづきがら れんらくさき

い

びょういんめい たんとうい

でんわ

ほごしゃめい れんらくさき

けいたい

けつえきがた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 がたねん　　　　　　  がつ　　　　　　  にち

かぞく　　　　　　　　　　ぼうさい
かぞく　ぜんいん　　　も
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