
家庭内の  3 つの取り組み

　  公衆電話
　災害時には、通話制限を受けない災害時優先電話となり、比較的つながりやすくなります。また、災害時には被災地の公衆電
話は無料で使える場合があります（国際電話は使えません）。

　  災害用伝言ダイヤル ※音声ガイダンスに従って、録音・再生をしてください。

を押す

　  メール
　災害発生直後はつながりにくいですが、自分の安否を何度も送信することで、災害用伝言板と同じ役割を果たします。また、固
定電話や携帯電話などが使えない状況でも、パソコン（インターネット）を使ったEメールは比較的届きやすい場合があります。

　  災害用伝言板 ※操作方法は契約会社によって多少の違いがあります。

　  災害用伝言板（web171）
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1 7 1 伝言を残すときは

伝言を聞くときは

メッセージを残す

メッセージを聞く

1
2

登録する

被災地の方などの電話番号を入力

確認する

コメントの入力・登録

※災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板は体験利用が出来る日、期間があります。詳細は、各会社にお問い合わせください。

その他、赤ちゃんがい
る場合は紙おむつを用意
するなど、状況に合わせ
て必要なものを準備して
おきましょう

市外局番から電話番号入力

相手の電話番号を入力

安否状況をチェック

https://www.web171.jpへアクセス 伝言を登録・確認

確認したい人の携帯番号を入力して検索

　 家の危険箇所を確認しましょう
●出入り口や通路を整理する

●寝室には倒れそうな家具を置かない

●窓ガラスに飛散防止フィルムを

　 家具などの転倒防止対策
●冷蔵庫は、背部の取っ手にベルトなどを掛けて固定。
●テレビは、底面に耐震粘着マットを貼って、テレビ台に固定。可
能ならテレビと台をボルトなどで固定。

●たんすなどは、L字金具や突っ張り棒などで固定。もしくは、転倒
防止の板を家具の下に入れ、壁にもたれ気味に。

●引き出しや開き扉には、中のものが飛び出さないように、飛び出
し防止器具を取り付ける。

災害時、各被災地に救援物資などが行き渡るまでには、3日程度かかると言われています。災害発生後3日間（できれば7日間）は自活できる準備
をしましょう。また、賞味期限のあるものは、普段から多めに常備し、利用しながら買い足すことを繰り返す「ローリング備蓄」を心がけましょう。

生命や財産を守るために、地震発生時の安全性について
確認しましょう。1 

3 

災害時、最も心配なのは家族や友人の安否。家族や友人と
連絡を取る方法を複数決めておきましょう。2 

□飲料水（ペットボトル500ml×2本）
□非常食（乾パンや缶詰などの火を通さなくてよいもの×3日分）
□懐中電灯　
□携帯ラジオ　
□携帯電話用充電器
□医薬品（キズ薬、ばんそうこう、常備薬など）
□貴重品（公衆電話の利用に10円玉も）
□衣類（保温性が高いもの）

□マスク
□雨具
□タオル
□紙食器
□割り箸
□軍手
□ライター・マッチ
□ろうそく

□ナイフ
□缶切り
□ラップ
□ティッシュ
□ビニールシート
□生理用品
□携帯用トイレ
□身分証明書・保険証のコピー
□お薬手帳

非常持出品  災害発生時に最初に持ち出すもの※重くなり過ぎないように注意
≪食料≫
□飲料水（1人当たり 1日 3ℓ）
□非常食
≪生活用品≫
□カセットコンロ
□ガスボンベ
□紙食器
□割り箸

備蓄品  救援物資が届くまでの間、生活をするためのもの
□ラップ
□ウェットティッシュ
□トイレットペーパー
□洗面用具
□水のいらないシャンプー
□タオル
□使い捨てカイロ
□マスク

□ランタン
□安全靴
□携帯用トイレ
□寝袋
□毛布
□ブルーシート

携帯トップから
災害用伝言板

を開く

安否情報を取り次いでくれる人
（遠方の親戚や友人）の連絡先

緊急のときのわが家の
主要連絡先

わが家の緊急時の
避難（集合）場所
一時避難所

避難所

家族で防災会議をしましょう

名前

電話番号

メール

名前

電話番号

メール

年　　　月　　　日

わが家の災害時連絡先リスト 我が家の緊急メモ
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地震発生 1～2分 3分 5～10分

デパート・
スーパーなど

エレベーター

台風のとき

大雨のとき

大雪のとき

竜巻が
迫ってきたら

車の運転中

電車の中

?

●火元を確認
　火が出ていたら初期消火
●家族の安全を確認
●靴を履く（ガラスの破片か
ら足を守る）
●非常持出品を用意する

●自分の身を守る
●火の始末をする
●ドアを開け、逃げ道を確保
する

●バッグやかごで頭を守り、ショーケースや
売場から離れましょう。ガラスの破片や商
品の落下に注意しましょう。

●パニックになって出口に殺到すると大変
危険です。係員の指示に従いましょう。

●最寄りの階に自動的に停止した場合は、
その階で降ります。停止しない場合は、す
べての階のボタンを押して、最初に停止し
た階で降りましょう。

●徐々にスピードを落とし、道路の左側に停
車し、揺れがおさまるまで、外に出ないよ
うにしましょう。

●車から離れるときは、キーはつけたまま、
あるいはキーレスエントリーキーを置い
たままにし、ドアロックもしないようにし
てください。

●将棋倒しや網棚からの落下物に注意し
て、つり革や手すりにしっかりつかまりま
しょう。

●座っている場合は、足を踏ん張って上体を
前かがみにして、手荷物や雑誌などで頭
を守りましょう。

●勝手に電車の外に出るのは危険です。乗
務員の指示に従って行動しましょう。

●隣近所の安否を確認（声を
かけ、助け合う）
●余震に注意する

●ラジオなどで正しい情報を得る
●家屋倒壊の恐れがあれば避難
する
　避難時は、落下物やブロック
塀、自動販売機などに注意する

●家を出る前に、ガスの元栓を締
め、電気のブレーカーを落とす

　大きな地震が発生した時、一瞬の判断が生死を分けること
があります。パニックを起こさず落ち着いて対応するため、地
震発生時の行動を覚えておきましょう。

　平日の昼間に大地震が起きた場合、市外や県外に通勤・通学し
ている方の多くが、帰宅困難者になると予想されています。徒歩で
帰宅するのは20㎞が限度とされています。帰宅が困難だと思われ
る時は、職場や学校にとどまる判断も大切です。

　台風や集中豪雨、大雪などの気象災害は、
ある程度予測可能な災害です。注意が必要な
ときはテレビやラジオ、インターネットで最新
の情報を収集するようにしましょう。

●熊谷地方気象台　http://www.jma-net.go.jp/kumagaya/

●埼玉県防災情報メール
配信される情報  気象警報注意報、地震情報、避難情報、危機管理情報、避難

所開設情報
登録方法 saitamaken@jijo.bosai.infoへ空メールを送信し、その返信

メールから「登録フォーム」へアクセスし、必要事項を記入。

●強風により鉢植えや物干し竿などが飛ばされないようにしましょう。
●道路の雨水ますが落ち葉やごみで詰まると、道路冠水や浸水の原因になります。

雨水ますの周りに落ち葉などが溜まっていたら、清掃にご協力をお願いします。

●屋内では、床下・床上浸水の危険があります。家具や貴重品を2階などの高い場所へ移動させましょう。
●近年、短時間かつ局地的に大雨が降るゲリラ豪雨が増加しています。雨水が低い場所に一気に流れ込むため、河川

や下水道、用水路には、近づかないようにしましょう。

　以下の病院では、24時間年中無休で救急診療を受け付けてい
ます。

●関越病院　鶴ヶ島市脚折145-1
　☎049-285-3161
●坂戸中央病院　坂戸市南町30-8
　☎049-283-0019
●埼玉医科大学病院　毛呂山町毛呂本郷38
　※小児救急医療も対応
　☎049-276-1465　 

　急な病気や家庭での対処法、受診に迷うときは、下記の番号へ
お問い合わせください。看護師が相談に対応するとともに医療機
関の案内をします。ただし、診断や治療を行うものではありません
ので、あらかじめご理解の上、ご利用ください。

●坂戸鶴ヶ島医師会立休日急患診療所
　坂戸市石井2327-5　　☎049-289-1199

　入院の必要がなく外来で対処可能な軽症の方（風邪による
高熱や腹痛など）の休日診療を受け付けています。

診療日▶日曜・祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
科　目▶内科・小児科
診療時間▶9時～12時、14時～17時、18時～21時
※受付は診療時間の30分前で終了

●大人・小児の救急電話相談
相談時間▶24時間　365日対応

　⇨大人・小児の救急電話相談共通
　    ＃7119
　⇨ダイヤル回線・ＩＰ電話・ＰＨＳをご利用の場合
　    ☎048-824-4199
※従来と同様に、大人の救急電話相談（＃7000）、小児救
急電話相談（＃8000または048-833-7911）も引き続き
利用できます。

●降雪時は、できるだけ外出を控え、やむを得ず外出する場合は、しっかりと対策をとりましょう。
●平成26年2月の大雪では、テラスやカーポートなどの倒壊が多く発生しました。雪の重みによるテラスやカーポート

の倒壊を避けるため、定期的な雪下ろしと、補助棒で支えるなどの耐雪化に取り組みましょう。
●路上駐車は除雪作業の妨げになりますので、絶対にやめましょう。
●自宅の周りや地域の歩道などの除雪にご協力ください。

●住宅内では、雨戸、シャッター、窓、カーテンを閉め、家の中心部に近い部屋に移動し、低い姿勢をとり、両腕で頭と
首を守りましょう。

●屋外では、近くの頑丈な建物内に避難しましょう。近くに頑丈な建物がない場合は、くぼんだ場所や物陰に身を伏
せ、両腕で頭と首を守りましょう。

◆いざというとき、家族とすぐ連絡が取れるように、
日頃から準備をしておきましょう。

・勤務先や学校の連絡先を控えておく
・遠隔地の親せきや友人に依頼し、非常時の連絡中継地点をつくる

など

◆職場や外出時にも防災グッズを
　食べ物・飲料水のほか、携帯電話、スマートフォンの充電器を持
ち歩くと良いでしょう。

◆災害時帰宅支援ステーションってなに？
　コンビニエンスストアやファミリーレストラン、ガソリンスタン
ドなど、このステッカーが貼られているお店では、災害時に水道
水の提供やトイレの使用、様々な情報の提供を受けることがで
きます。

情報収集

119番
火事・救急・救助
局番なし

110番
事件・事故
局番なし 118番

海の事件・事故
局番なし

通報はあわてずに
落ち着いて正確に
伝えましょう！

災害時緊急連絡先
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た階で降りましょう。
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車し、揺れがおさまるまで、外に出ないよ
うにしましょう。

●車から離れるときは、キーはつけたまま、
あるいはキーレスエントリーキーを置い
たままにし、ドアロックもしないようにし
てください。

●将棋倒しや網棚からの落下物に注意し
て、つり革や手すりにしっかりつかまりま
しょう。

●座っている場合は、足を踏ん張って上体を
前かがみにして、手荷物や雑誌などで頭
を守りましょう。

●勝手に電車の外に出るのは危険です。乗
務員の指示に従って行動しましょう。

●隣近所の安否を確認（声を
かけ、助け合う）
●余震に注意する

●ラジオなどで正しい情報を得る
●家屋倒壊の恐れがあれば避難
する
　避難時は、落下物やブロック
塀、自動販売機などに注意する

●家を出る前に、ガスの元栓を締
め、電気のブレーカーを落とす

　大きな地震が発生した時、一瞬の判断が生死を分けること
があります。パニックを起こさず落ち着いて対応するため、地
震発生時の行動を覚えておきましょう。

　平日の昼間に大地震が起きた場合、市外や県外に通勤・通学し
ている方の多くが、帰宅困難者になると予想されています。徒歩で
帰宅するのは20㎞が限度とされています。帰宅が困難だと思われ
る時は、職場や学校にとどまる判断も大切です。

　台風や集中豪雨、大雪などの気象災害は、
ある程度予測可能な災害です。注意が必要な
ときはテレビやラジオ、インターネットで最新
の情報を収集するようにしましょう。

●熊谷地方気象台　http://www.jma-net.go.jp/kumagaya/

●埼玉県防災情報メール
配信される情報  気象警報注意報、地震情報、避難情報、危機管理情報、避難

所開設情報
登録方法 saitamaken@jijo.bosai.infoへ空メールを送信し、その返信

メールから「登録フォーム」へアクセスし、必要事項を記入。

●強風により鉢植えや物干し竿などが飛ばされないようにしましょう。
●道路の雨水ますが落ち葉やごみで詰まると、道路冠水や浸水の原因になります。

雨水ますの周りに落ち葉などが溜まっていたら、清掃にご協力をお願いします。

●屋内では、床下・床上浸水の危険があります。家具や貴重品を2階などの高い場所へ移動させましょう。
●近年、短時間かつ局地的に大雨が降るゲリラ豪雨が増加しています。雨水が低い場所に一気に流れ込むため、河川

や下水道、用水路には、近づかないようにしましょう。

　以下の病院では、24時間年中無休で救急診療を受け付けてい
ます。

●関越病院　鶴ヶ島市脚折145-1
　☎049-285-3161
●坂戸中央病院　坂戸市南町30-8
　☎049-283-0019
●埼玉医科大学病院　毛呂山町毛呂本郷38
　※小児救急医療も対応
　☎049-276-1465　 

　急な病気や家庭での対処法、受診に迷うときは、下記の番号へ
お問い合わせください。看護師が相談に対応するとともに医療機
関の案内をします。ただし、診断や治療を行うものではありません
ので、あらかじめご理解の上、ご利用ください。

●坂戸鶴ヶ島医師会立休日急患診療所
　坂戸市石井2327-5　　☎049-289-1199

　入院の必要がなく外来で対処可能な軽症の方（風邪による
高熱や腹痛など）の休日診療を受け付けています。

診療日▶日曜・祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
科　目▶内科・小児科
診療時間▶9時～12時、14時～17時、18時～21時
※受付は診療時間の30分前で終了

●大人・小児の救急電話相談
相談時間▶24時間　365日対応

　⇨大人・小児の救急電話相談共通
　    ＃7119
　⇨ダイヤル回線・ＩＰ電話・ＰＨＳをご利用の場合
　    ☎048-824-4199
※従来と同様に、大人の救急電話相談（＃7000）、小児救
急電話相談（＃8000または048-833-7911）も引き続き
利用できます。

●降雪時は、できるだけ外出を控え、やむを得ず外出する場合は、しっかりと対策をとりましょう。
●平成26年2月の大雪では、テラスやカーポートなどの倒壊が多く発生しました。雪の重みによるテラスやカーポート

の倒壊を避けるため、定期的な雪下ろしと、補助棒で支えるなどの耐雪化に取り組みましょう。
●路上駐車は除雪作業の妨げになりますので、絶対にやめましょう。
●自宅の周りや地域の歩道などの除雪にご協力ください。

●住宅内では、雨戸、シャッター、窓、カーテンを閉め、家の中心部に近い部屋に移動し、低い姿勢をとり、両腕で頭と
首を守りましょう。

●屋外では、近くの頑丈な建物内に避難しましょう。近くに頑丈な建物がない場合は、くぼんだ場所や物陰に身を伏
せ、両腕で頭と首を守りましょう。

◆いざというとき、家族とすぐ連絡が取れるように、
日頃から準備をしておきましょう。

・勤務先や学校の連絡先を控えておく
・遠隔地の親せきや友人に依頼し、非常時の連絡中継地点をつくる

など

◆職場や外出時にも防災グッズを
　食べ物・飲料水のほか、携帯電話、スマートフォンの充電器を持
ち歩くと良いでしょう。

◆災害時帰宅支援ステーションってなに？
　コンビニエンスストアやファミリーレストラン、ガソリンスタン
ドなど、このステッカーが貼られているお店では、災害時に水道
水の提供やトイレの使用、様々な情報の提供を受けることがで
きます。

情報収集

119番
火事・救急・救助
局番なし

110番
事件・事故
局番なし 118番

海の事件・事故
局番なし

通報はあわてずに
落ち着いて正確に
伝えましょう！

災害時緊急連絡先
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