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L字金具

　地域防災拠点にはさまざまな情報が集まってきます。
また、区災害対策本部に負傷者情報を伝えることができます。

　 負傷の程度にもよりますが、速やかに診療を受けるた
めに、自家用車の相乗りや担架・リヤカーによる搬送な
ど、自助・共助による搬送手段について、日頃から近隣に
住む親類や地域の皆さんとで話し合っておきましょう。

仮設救護所へ行けない場合は
最寄りの地域防災拠点へ

　仮設救護所などでの対応が困難な重傷者を中心に負傷者などの受け入れ
を行います。一般診療は行いません。

医療救護隊のトリアージで重症と判断された
場合は災害拠点病院へ

【区内の災害拠点病院】 昭和大学横浜市北部病院　茅ケ崎中央35-1

家族で話し合っていますか？

ケガをしてしまった場合には…

備蓄品を準備していますか？

◆家族で防災会議

◆備蓄品（最低３日分、できれば1週間分を用意しましょう）

◆非常持ち出し品（リュックなどに詰めておきましょう）
ペットを飼っている人は
こちらもチェック簡易食料

（クラッカーなど）
缶詰
レトルト食品　など

ポリ袋　 　ライター・マッチ
ロープ・ガムテープ　　
小型ナイフ　 　
包装用ラップ　など

タオル　 　歯磨用品
ティッシュ、ウエットティッシュ
マスク　 　入れ歯
生理用品　など

トイレパック
トイレットペーパー　など

下着、くつ下
軍手
雨具
帽子・ヘルメット　など

粉ミルク、ほ乳瓶
離乳食
おむつ、おしりふき
幼児用スプーン　など

食料 日用品

衣類など

清潔維持用品

トイレ用品

乳幼児用品

都筑区防災・生活マップ

災害用伝言ダイヤル171

家族であらかじめ避難場所や発災時の連絡方法などを確認しておきましょう。都筑区防災・生活マップは
区役所で配布しているほか、都筑区役所ホームページからもご覧いただけます。

　都筑区では、横浜市域で震度６弱以上を観測した場合、区役所と都筑区休日
急患診療所の2か所に仮設救護所を立ち上げます。
　仮設救護所では、区医師会などの協力を得て発災後（特に72時間）に医療救
護隊による医療活動を行います。

出血している場合 骨折している場合 やけどの場合

感染の危険性を防ぐために手袋をします。 骨折した部分を固定するための副木
を用意します。
（骨折部の両側の関節より長いもの）

受傷後はすぐに水道水などの清潔な
流水で10分～30分冷却します。

衣類の上からのやけどは、患部に接し
ている衣類は脱がせないようにし、
まずは衣類を着たまま10分～30分
流水で冷やします。

冷却後、清浄なガーゼやタオルなどを
あてます。タオルの上から間接的に保
冷剤や氷を入れたビニール袋で冷や
すと、痛みを軽くすることができます。

骨折部の両側の関節を固定します。
止血します。

【手袋のかわりになるもの】
・ビニール袋
・ラップ　など 【副木として使えるもの】

・新聞紙　・雑誌
・段ボール　・傘　など

【関節を固定するときに使えるもの】
・ハンカチ　・タオル　・ネクタイ　など

腕をつる場合は…
【腕をつるときに使えるもの】
・レジ袋　・スカーフ　・ベルト　など

・水ぶくれは、やけどの傷口を保護する役割が
あるため、破れないように気を付けましょう。
・患部を氷水に浸したり、氷で直接冷やすと、凍
傷を起こすことがあるので注意しましょう。

【直接圧迫止血法】
傷口を清潔なガーゼやハンカチなどで強く押さえます。

　けがをした際の止血方法や心肺蘇生法などを
学ぶことができます。自治会町内会、事業所、
学校などで開催が可能です。
　また、家庭防災員研修では家庭でできる応急
手当や三角巾の取り扱いなどを実施しています。
研修への参加をお待ちしています。

　災害時に医師、薬剤師などによっ
て編成される「都筑区医療救護隊」に
看護師として、主に負傷者の対応や
トリアージなどの医療救護活動をし
ていただける人（Ｙナース）を募集し
ています。

フード、水（最低５日分）
ペットシーツ、新聞紙、リード、首輪、
食器、お気に入りのおもちゃなど
ケージ、キャリーバッグ
ワクチン接種やノミ、ダニ駆除
犬鑑札、迷子札、マイクロチップの装着
ペット手帳
親戚、友人など預けられる場所の確保

携帯電話回線やインターネット回線を活用したTwitter
（ツイッター）やSkype（スカイプ）、LINE（ライン）といった、
災害時に比較的つながりやすい連絡手段で、メッセージの
やり取りや通話をすることも有効です。

災害時に被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言板です。

各種電話会社のwebサイト上
に開設され、安否情報の登録・
確認ができます。

※災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板は次の日程で体験できます。　◎毎月1日・15日　◎正月三が日（1月1日～3日）　◎防災週間（8月30日～9月5日）　◎防災とボランティア週間（1月15日～21日）

地域防災拠点（避難所）へ避難する場合は、
ご自身で準備した備蓄品や非常持ち出し品
を持参するようにしましょう。

※避難所へ同行避難することも想定し、日頃
からケージに入るための訓練や必要なしつけ
などをしておきましょう。

171をダイヤル
録音

再生

録音

再生

1を押す

2を押す

1を押す 9を押す

1を押す

被災地の人の電話番号を入力

上記と同じ番号を入力

家の中の安全は大丈夫ですか？

水 水 水

救急セット（消毒液、ガーゼ、
ガーゼ付きばんそうこう、包帯など）
常備薬、持病薬　 　三角巾
おくすり手帳　など

応急医療品
救急箱

皿、コップ
（紙、プラスチック）
割り箸、スプーン　など

食事用具

※30秒以内
東山田駅

北山田駅
中川駅

センター北駅

センター南駅

都筑
ふれあいの丘駅

仲町台駅

川和町駅

あざみ野駅

市営地下鉄ブルーライン

市営地下鉄
グリーンライン

　事業企画担当 　　948-2344　　948-2354問合せ

都筑区役所
茅ケ崎中央32-1

都筑区休日急患診療所
牛久保西一丁目23-4

切る

　「大地震への備え」と「大地震が起きたときの対応」について紹介します。

ここ横浜においても、大地震はいつ起きてもおかしくない状況と言われて

います。改めて対応を確認しておきましょう。

救護が難しい場合は仮設救護所へ

Ｙナース（横浜市災害支援ナース）募集中

家 庭 で で き る 応 急 手 当

災害用伝言板

注
意

災害医療とは
　災害が発生すると、多くの負傷者の発生と医療機関の被災により、普段と同じような治療を受けることが困難になります。

　限られた医療資源で１人でも多くの命を救うため、重傷者の治療が優先されます。　都筑区では災害時、仮設救護所を開設し、医療救護隊がトリアージ（負傷者を重症度や緊急度などによって分類し、治療や搬送の優先順位を決めること）を実施します。

◆家具の転倒防止など
地震で家具などが倒れないよう
固定するなど、家の中の安全を
確保しましょう。

壁の下地材（間柱等）に取り付け
ることが大切です。長めのネジ
をしっかりねじ込んでください。

かもいなどの木材へ取り付けます。

・家具は転倒しても出入り口を
ふさがない位置へ。
・たんすなどが倒れる位置に寝具
を配置しないようにしましょう。

感震ブレーカー

チェーンで固定

防炎加工を施した
カーテン

粘着マット
対震自動消火
機能つきのストーブ

開き扉ストッパー

突っ張り棒

スリッパ

照明落下防止チェーン

ガラス飛散防止フィルム
L字金具が使用できな
い場合は、突っ張り棒
で固定。家具と床の間
にストッパーを置くと
より効果が高まります。
ただし、ベニヤ板の天
井には不向きです。

コード1本のつり下げ式
照明には特に有効

停電が復旧する際の電気火災を防ぐ。

ガラスの破片に
よるけがを防止

消火器

ストッパー

家の中の点検箇所

間
柱

　自分自身による手当（自助）、隣近所や家族に
よる助け合い（共助）をお願いします。
　日頃から消毒液やガーゼ付きばんそうこう、
ガーゼ、包帯などの救急用品を備蓄しましょう。

まずは自助・共助で応急手当

問合せ 庶務係 　　948-2212　　948-2208

飲料水（１人あたり３ℓ／日が目安）　　
食料品（缶切り不要な缶詰・クラッカーなど）
トイレパック（１人あたり５個／日が目安）

＊その他、カセットコンロ、ガスボンベ、
乾電池なども備えておきましょう。

貴重品
現金（小銭も）
預貯金通帳　 　印鑑
身分証明書（免許証、パスポートなど）
健康保険証　など

懐中電灯・ランタン
乾電池（予備）
携帯電話、充電器（電池式）
携帯ラジオ　 　 
メモ帳、筆記用具　など

照明・情報

ペットボトル入り
飲料水　など

飲料水

水 水

おむつ　　粉ミルク　　常備薬　
乳幼児・高齢者がいる家庭

なども用意しましょう。

問合せ 都筑消防署予防課       ・　 945-0119

タオルなど（柔らかいもの）を間にはさむ

新聞などで
外側を固定

など

Y!mobiledocomo softbank au

都筑消防署では
応急手当の講習などを行っています

都筑区役所（代表） 受付時間：
平日８時45分～17時948-2323

保存版

編集・発行／横浜市都筑区役所広報相談係
〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32-1

948-2223 948-2228

ホームページ
都筑区役所 検索
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避難する場所を知っていますか？

地震発生後　　 の流れ避難
地震発生直後の対応
地震三原則 避難するその前に

知って備える！

安全を確保し、
様子をみましょう 自宅に帰れないときは、地域で共同生活

自宅が倒壊や火災によって危険なときは、避難場所まで避難しましょう。

　鉄道などを使って通勤通学している人は、外出先で地震が起きたら通勤通学先にとど
まり、様子を見ましょう。余震による落下物などで死傷する恐れもあり、無理な帰宅は大
変危険です。また、家族との安否確認手段について家庭でよく話し合っておき、安心して
待機できるよう備えておくことも大切です。

風水害から身を守るために
風水害にも
しっかり
備えましょう高齢者、障害児・者などの災害時要援護者の支援については、地

域の「声かけ・見守り」のネットワークが特に重要です。日頃から
要援護者の状況に気を配り、地域で見守りましょう。
災害時には、負傷などにより、誰もが他者の助けを必要とする要
援護者になる可能性があります。常日頃から、隣近所で助け合え
る関係づくりを心がけましょう。

　近年全国各地で集中豪雨や台風による河川の氾濫や土砂崩
れなどの被害が発生しています。
　あらかじめ、ハザードマップなどを活用して居住する地域や自
宅の浸水・土砂災害などの危険性を確認し、避難経路を検討し
ておきましょう。また、テレビやラジオなどから得られる気象情
報・避難情報をこまめに確認し、危険が迫る前に早めに避難を
開始しましょう。

大火災の危険が迫っているとき

近所の広場、小さな公園など

大規模な公園など

社会福祉施設など

勝田団地　　川和高校・都田公園一帯
かしの木台ハイツ一帯　　横浜国際プール一帯
山崎公園一帯　　葛ケ谷公園一帯
茅ケ崎公園一帯

区内広域避難場所

非常持ち出し品を
そばに準備しておきましょう

ラジオなどで状況を
確認しましょう

特別な配慮を必要とする場合

2018年4月に「特別避難場所」から
名称が変わりました！

　揺れが収まり安全が確保できたら、
まずは自宅とその周辺を点検しま
しょう。　　
　自宅建物に火災や倒壊の危険が
ないときは、無理に避難する必要は
ありません。
　まずは落ち着いて、避難する必要
があるかどうか、状況に応じて判断
しましょう。

　一時的に避難して様子を見るための場所
です。
　隣近所の安否確認の場、次の避難場所へ
移動するまでの中継地点となる場所です。
あらかじめ、地域や隣近所でどこをいっとき
避難場所にするか決めておきましょう。

　家屋の倒壊などで自宅にとどまれない人が、一定期間避難生活を送る場所で、市内
１か所でも震度５強以上の地震を観測した場合に開設します。避難者同士で力を合わ
せて運営する共同生活の場で、区内の市立小中学校のうち27か所を指定しています。
　地域防災拠点には、防災備蓄庫を設置し、避難者が一時的に生活するための最低限
の食料・水を備蓄するとともに、救助活動に必要な資機材などを整備しています。
その他、安否情報や地域の被害情報などの収集・伝達場所にもなります。

地域防災拠点では、地域の皆さんが中心となって組織する地域防災拠点運営
委員会によって訓練が実施されています。ぜひ訓練に参加して、防災資機材の
使い方や、避難生活のルールなどを身につけましょう。

　地域防災拠点での避難生活に特別な配慮を必要
とする要援護者のうち、自宅や地域防災拠点での生
活が難しい人のための避難所です。発災直後から
必ず開設されるものではなく、施設数に限りがある
ため、専門職などの判断を元に優先度を付け、区役
所が誰をどの施設で受け入れるかを決定します。

　地震に伴う大火災が発生し、延焼拡大した
ときに、熱や煙から逃れるための場所です。

自
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水 水 水

自宅にとどまるのが
原則です

地域で事前に取り決め
自宅に戻れなくなったら、
地域みんなで協力して運営

高齢・障害などにより
特別な配慮が必要な場合

大火災を避ける

広域避難場所

地域防災拠点

福祉避難所

いっとき避難場所

組立式トイレ

投光機
発電機

防災備蓄庫（食料・水など）

リヤカー

通信機器
エンジンカッター

ガスかまどセット
（中学校）

移動式炊飯器など
（小学校）

災害時給水所

緊急給水栓
（飲料水） 災害用地下給水タンク

（飲料水）
※緊急給水栓、災害用地下給水タンクは
一部の地域防災拠点に設置されています。

避難場所（体育館など）

自宅に居住でき、避難の必要がない被災者（在宅被災生活者）も地域防災拠点で
物資や情報が得られます。

職場など外出先で地震が起きたら… 災害時の要援護者支援

都筑区洪水ハザードマップ 都筑区土砂災害ハザードマップ

帰宅困難者対策

　慌てずに、まずは身の安全を確保し、
揺れが収まるまで様子を見ましょう。

その場にあった身の安全❶

　火を使っているときは、揺れが収まって
から落ち着いて火の始末を。出火した
ときでも落ち着いて消火しましょう。

❷素早く火の始末

職場などへの
備蓄例

ラジオ 食料 飲料水 スニーカー トイレパック　 など

区内の市立小中学校のうち27か所

※各種ハザードマップを区役所で配布しているほか、横浜市のホームページで確認することができます。

　隣近所の安否を確認しましょう。被災時
には、近隣との協力関係が不可欠です。

❸隣近所の助け合い

※自身が避難する地域防災拠点がどこになっているか確認しておきましょう。

避難所
最低限の水と食料の備蓄場所
安否情報・被害情報・
救援物資情報の収集・伝達場所

1
2
3

地域防災拠点の主な役割

訓練に参加
しましょう！

家族で確認しましょう
災害時の家族の集合場所家族・知人など共通の連絡先 地域防災拠点（震災時の避難場所）

問合せ 庶務係 　　948-2212　　948-2208
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避難する場所を知っていますか？

地震発生後　　 の流れ避難
地震発生直後の対応
地震三原則 避難するその前に

知って備える！

安全を確保し、
様子をみましょう 自宅に帰れないときは、地域で共同生活

自宅が倒壊や火災によって危険なときは、避難場所まで避難しましょう。

　鉄道などを使って通勤通学している人は、外出先で地震が起きたら通勤通学先にとど
まり、様子を見ましょう。余震による落下物などで死傷する恐れもあり、無理な帰宅は大
変危険です。また、家族との安否確認手段について家庭でよく話し合っておき、安心して
待機できるよう備えておくことも大切です。

風水害から身を守るために
風水害にも
しっかり
備えましょう高齢者、障害児・者などの災害時要援護者の支援については、地

域の「声かけ・見守り」のネットワークが特に重要です。日頃から
要援護者の状況に気を配り、地域で見守りましょう。
災害時には、負傷などにより、誰もが他者の助けを必要とする要
援護者になる可能性があります。常日頃から、隣近所で助け合え
る関係づくりを心がけましょう。

　近年全国各地で集中豪雨や台風による河川の氾濫や土砂崩
れなどの被害が発生しています。
　あらかじめ、ハザードマップなどを活用して居住する地域や自
宅の浸水・土砂災害などの危険性を確認し、避難経路を検討し
ておきましょう。また、テレビやラジオなどから得られる気象情
報・避難情報をこまめに確認し、危険が迫る前に早めに避難を
開始しましょう。

大火災の危険が迫っているとき

近所の広場、小さな公園など

大規模な公園など

社会福祉施設など

勝田団地　　川和高校・都田公園一帯
かしの木台ハイツ一帯　　横浜国際プール一帯
山崎公園一帯　　葛ケ谷公園一帯
茅ケ崎公園一帯

区内広域避難場所

非常持ち出し品を
そばに準備しておきましょう

ラジオなどで状況を
確認しましょう

特別な配慮を必要とする場合

2018年4月に「特別避難場所」から
名称が変わりました！

　揺れが収まり安全が確保できたら、
まずは自宅とその周辺を点検しま
しょう。　　
　自宅建物に火災や倒壊の危険が
ないときは、無理に避難する必要は
ありません。
　まずは落ち着いて、避難する必要
があるかどうか、状況に応じて判断
しましょう。

　一時的に避難して様子を見るための場所
です。
　隣近所の安否確認の場、次の避難場所へ
移動するまでの中継地点となる場所です。
あらかじめ、地域や隣近所でどこをいっとき
避難場所にするか決めておきましょう。

　家屋の倒壊などで自宅にとどまれない人が、一定期間避難生活を送る場所で、市内
１か所でも震度５強以上の地震を観測した場合に開設します。避難者同士で力を合わ
せて運営する共同生活の場で、区内の市立小中学校のうち27か所を指定しています。
　地域防災拠点には、防災備蓄庫を設置し、避難者が一時的に生活するための最低限
の食料・水を備蓄するとともに、救助活動に必要な資機材などを整備しています。
その他、安否情報や地域の被害情報などの収集・伝達場所にもなります。

地域防災拠点では、地域の皆さんが中心となって組織する地域防災拠点運営
委員会によって訓練が実施されています。ぜひ訓練に参加して、防災資機材の
使い方や、避難生活のルールなどを身につけましょう。

　地域防災拠点での避難生活に特別な配慮を必要
とする要援護者のうち、自宅や地域防災拠点での生
活が難しい人のための避難所です。発災直後から
必ず開設されるものではなく、施設数に限りがある
ため、専門職などの判断を元に優先度を付け、区役
所が誰をどの施設で受け入れるかを決定します。

　地震に伴う大火災が発生し、延焼拡大した
ときに、熱や煙から逃れるための場所です。
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水 水 水

自宅にとどまるのが
原則です

地域で事前に取り決め
自宅に戻れなくなったら、
地域みんなで協力して運営

高齢・障害などにより
特別な配慮が必要な場合

大火災を避ける

広域避難場所

地域防災拠点

福祉避難所

いっとき避難場所

組立式トイレ

投光機
発電機

防災備蓄庫（食料・水など）

リヤカー

通信機器
エンジンカッター

ガスかまどセット
（中学校）

移動式炊飯器など
（小学校）

災害時給水所

緊急給水栓
（飲料水） 災害用地下給水タンク

（飲料水）
※緊急給水栓、災害用地下給水タンクは
一部の地域防災拠点に設置されています。

避難場所（体育館など）

自宅に居住でき、避難の必要がない被災者（在宅被災生活者）も地域防災拠点で
物資や情報が得られます。

職場など外出先で地震が起きたら… 災害時の要援護者支援

都筑区洪水ハザードマップ 都筑区土砂災害ハザードマップ

帰宅困難者対策

　慌てずに、まずは身の安全を確保し、
揺れが収まるまで様子を見ましょう。

その場にあった身の安全❶

　火を使っているときは、揺れが収まって
から落ち着いて火の始末を。出火した
ときでも落ち着いて消火しましょう。

❷素早く火の始末

職場などへの
備蓄例

ラジオ 食料 飲料水 スニーカー トイレパック　 など

区内の市立小中学校のうち27か所

※各種ハザードマップを区役所で配布しているほか、横浜市のホームページで確認することができます。

　隣近所の安否を確認しましょう。被災時
には、近隣との協力関係が不可欠です。

❸隣近所の助け合い

※自身が避難する地域防災拠点がどこになっているか確認しておきましょう。

避難所
最低限の水と食料の備蓄場所
安否情報・被害情報・
救援物資情報の収集・伝達場所

1
2
3

地域防災拠点の主な役割

訓練に参加
しましょう！

家族で確認しましょう
災害時の家族の集合場所家族・知人など共通の連絡先 地域防災拠点（震災時の避難場所）

問合せ 庶務係 　　948-2212　　948-2208
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L字金具

　地域防災拠点にはさまざまな情報が集まってきます。
また、区災害対策本部に負傷者情報を伝えることができます。

　 負傷の程度にもよりますが、速やかに診療を受けるた
めに、自家用車の相乗りや担架・リヤカーによる搬送な
ど、自助・共助による搬送手段について、日頃から近隣に
住む親類や地域の皆さんとで話し合っておきましょう。

仮設救護所へ行けない場合は
最寄りの地域防災拠点へ

　仮設救護所などでの対応が困難な重傷者を中心に負傷者などの受け入れ
を行います。一般診療は行いません。

医療救護隊のトリアージで重症と判断された
場合は災害拠点病院へ

【区内の災害拠点病院】 昭和大学横浜市北部病院　茅ケ崎中央35-1

家族で話し合っていますか？

ケガをしてしまった場合には…

備蓄品を準備していますか？

◆家族で防災会議

◆備蓄品（最低３日分、できれば1週間分を用意しましょう）

◆非常持ち出し品（リュックなどに詰めておきましょう）
ペットを飼っている人は
こちらもチェック簡易食料

（クラッカーなど）
缶詰
レトルト食品　など

ポリ袋　 　ライター・マッチ
ロープ・ガムテープ　　
小型ナイフ　 　
包装用ラップ　など

タオル　 　歯磨用品
ティッシュ、ウエットティッシュ
マスク　 　入れ歯
生理用品　など

トイレパック
トイレットペーパー　など

下着、くつ下
軍手
雨具
帽子・ヘルメット　など

粉ミルク、ほ乳瓶
離乳食
おむつ、おしりふき
幼児用スプーン　など

食料 日用品

衣類など

清潔維持用品

トイレ用品

乳幼児用品

都筑区防災・生活マップ

災害用伝言ダイヤル171

家族であらかじめ避難場所や発災時の連絡方法などを確認しておきましょう。都筑区防災・生活マップは
区役所で配布しているほか、都筑区役所ホームページからもご覧いただけます。

　都筑区では、横浜市域で震度６弱以上を観測した場合、区役所と都筑区休日
急患診療所の2か所に仮設救護所を立ち上げます。
　仮設救護所では、区医師会などの協力を得て発災後（特に72時間）に医療救
護隊による医療活動を行います。

出血している場合 骨折している場合 やけどの場合

感染の危険性を防ぐために手袋をします。 骨折した部分を固定するための副木
を用意します。
（骨折部の両側の関節より長いもの）

受傷後はすぐに水道水などの清潔な
流水で10分～30分冷却します。

衣類の上からのやけどは、患部に接し
ている衣類は脱がせないようにし、
まずは衣類を着たまま10分～30分
流水で冷やします。

冷却後、清浄なガーゼやタオルなどを
あてます。タオルの上から間接的に保
冷剤や氷を入れたビニール袋で冷や
すと、痛みを軽くすることができます。

骨折部の両側の関節を固定します。
止血します。

【手袋のかわりになるもの】
・ビニール袋
・ラップ　など 【副木として使えるもの】

・新聞紙　・雑誌
・段ボール　・傘　など

【関節を固定するときに使えるもの】
・ハンカチ　・タオル　・ネクタイ　など

腕をつる場合は…
【腕をつるときに使えるもの】
・レジ袋　・スカーフ　・ベルト　など

・水ぶくれは、やけどの傷口を保護する役割が
あるため、破れないように気を付けましょう。
・患部を氷水に浸したり、氷で直接冷やすと、凍
傷を起こすことがあるので注意しましょう。

【直接圧迫止血法】
傷口を清潔なガーゼやハンカチなどで強く押さえます。

　けがをした際の止血方法や心肺蘇生法などを
学ぶことができます。自治会町内会、事業所、
学校などで開催が可能です。
　また、家庭防災員研修では家庭でできる応急
手当や三角巾の取り扱いなどを実施しています。
研修への参加をお待ちしています。

　災害時に医師、薬剤師などによっ
て編成される「都筑区医療救護隊」に
看護師として、主に負傷者の対応や
トリアージなどの医療救護活動をし
ていただける人（Ｙナース）を募集し
ています。

フード、水（最低５日分）
ペットシーツ、新聞紙、リード、首輪、
食器、お気に入りのおもちゃなど
ケージ、キャリーバッグ
ワクチン接種やノミ、ダニ駆除
犬鑑札、迷子札、マイクロチップの装着
ペット手帳
親戚、友人など預けられる場所の確保

携帯電話回線やインターネット回線を活用したTwitter
（ツイッター）やSkype（スカイプ）、LINE（ライン）といった、
災害時に比較的つながりやすい連絡手段で、メッセージの
やり取りや通話をすることも有効です。

災害時に被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言板です。

各種電話会社のwebサイト上
に開設され、安否情報の登録・
確認ができます。

※災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板は次の日程で体験できます。　◎毎月1日・15日　◎正月三が日（1月1日～3日）　◎防災週間（8月30日～9月5日）　◎防災とボランティア週間（1月15日～21日）

地域防災拠点（避難所）へ避難する場合は、
ご自身で準備した備蓄品や非常持ち出し品
を持参するようにしましょう。

※避難所へ同行避難することも想定し、日頃
からケージに入るための訓練や必要なしつけ
などをしておきましょう。

171をダイヤル
録音

再生

録音

再生

1を押す

2を押す

1を押す 9を押す

1を押す

被災地の人の電話番号を入力

上記と同じ番号を入力

家の中の安全は大丈夫ですか？

水 水 水

救急セット（消毒液、ガーゼ、
ガーゼ付きばんそうこう、包帯など）
常備薬、持病薬　 　三角巾
おくすり手帳　など

応急医療品
救急箱

皿、コップ
（紙、プラスチック）
割り箸、スプーン　など

食事用具

※30秒以内
東山田駅

北山田駅
中川駅

センター北駅

センター南駅

都筑
ふれあいの丘駅

仲町台駅

川和町駅

あざみ野駅

市営地下鉄ブルーライン

市営地下鉄
グリーンライン

　事業企画担当 　　948-2344　　948-2354問合せ

都筑区役所
茅ケ崎中央32-1

都筑区休日急患診療所
牛久保西一丁目23-4

切る

　「大地震への備え」と「大地震が起きたときの対応」について紹介します。

ここ横浜においても、大地震はいつ起きてもおかしくない状況と言われて

います。改めて対応を確認しておきましょう。

救護が難しい場合は仮設救護所へ

Ｙナース（横浜市災害支援ナース）募集中

家 庭 で で き る 応 急 手 当

災害用伝言板

注
意

災害医療とは
　災害が発生すると、多くの負傷者の発生と医療機関の被災により、普段と同じような治療を受けることが困難になります。

　限られた医療資源で１人でも多くの命を救うため、重傷者の治療が優先されます。　都筑区では災害時、仮設救護所を開設し、医療救護隊がトリアージ（負傷者を重症度や緊急度などによって分類し、治療や搬送の優先順位を決めること）を実施します。

◆家具の転倒防止など
地震で家具などが倒れないよう
固定するなど、家の中の安全を
確保しましょう。

壁の下地材（間柱等）に取り付け
ることが大切です。長めのネジ
をしっかりねじ込んでください。

かもいなどの木材へ取り付けます。

・家具は転倒しても出入り口を
ふさがない位置へ。
・たんすなどが倒れる位置に寝具
を配置しないようにしましょう。

感震ブレーカー

チェーンで固定

防炎加工を施した
カーテン

粘着マット
対震自動消火
機能つきのストーブ

開き扉ストッパー

突っ張り棒

スリッパ

照明落下防止チェーン

ガラス飛散防止フィルム
L字金具が使用できな
い場合は、突っ張り棒
で固定。家具と床の間
にストッパーを置くと
より効果が高まります。
ただし、ベニヤ板の天
井には不向きです。

コード1本のつり下げ式
照明には特に有効

停電が復旧する際の電気火災を防ぐ。

ガラスの破片に
よるけがを防止

消火器

ストッパー

家の中の点検箇所

間
柱

　自分自身による手当（自助）、隣近所や家族に
よる助け合い（共助）をお願いします。
　日頃から消毒液やガーゼ付きばんそうこう、
ガーゼ、包帯などの救急用品を備蓄しましょう。

まずは自助・共助で応急手当

問合せ 庶務係 　　948-2212　　948-2208

飲料水（１人あたり３ℓ／日が目安）　　
食料品（缶切り不要な缶詰・クラッカーなど）
トイレパック（１人あたり５個／日が目安）

＊その他、カセットコンロ、ガスボンベ、
乾電池なども備えておきましょう。

貴重品
現金（小銭も）
預貯金通帳　 　印鑑
身分証明書（免許証、パスポートなど）
健康保険証　など

懐中電灯・ランタン
乾電池（予備）
携帯電話、充電器（電池式）
携帯ラジオ　 　 
メモ帳、筆記用具　など

照明・情報

ペットボトル入り
飲料水　など

飲料水

水 水

おむつ　　粉ミルク　　常備薬　
乳幼児・高齢者がいる家庭

なども用意しましょう。

問合せ 都筑消防署予防課       ・　 945-0119

タオルなど（柔らかいもの）を間にはさむ

新聞などで
外側を固定

など

Y!mobiledocomo softbank au

都筑消防署では
応急手当の講習などを行っています

都筑区役所（代表） 受付時間：
平日８時45分～17時948-2323

保存版

編集・発行／横浜市都筑区役所広報相談係
〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32-1

948-2223 948-2228

ホームページ
都筑区役所 検索




