
もしもの時に備える

あんしんガイド

子どもを守れるパパママになろう！

親子のための防災

2011年の東日本大震災発生当時、私たちは０歳～2歳の
子どもを育てていました。水が止まり、お風呂やトイレが
使えなくなりました。また液状化で道はデコボコ、砂ぼこ
りや放射能の心配で外に遊びに出られない状態に。おまけ
に水やオムツも売り切れで、心身ともに疲れ果てました。
その時の体験から「特に乳幼児を子育て中の家庭は十分

な備えが必要！」と思い、防災ガイド作成にいたりました。
安心して暮らせるように、このガイドを活用して備えをし

ていただけると幸いです。 2016年3月

マーク：うらやすに特化した内容です。

このガイドはH27年度浦安市市民活動補助金事業により
「親子のための防災」が作成しました。2017年3月1部改訂

2016年3月発行 親子のための防災 email:oyakobosai＠gmail.com

確認しよう！

□自宅からの避難場所を確認しよう。

（避難ルートも安全か確認しよう！）

□緊急時の連絡方法や安否確認方法を家族で話し合おう！

□離れた実家や親戚を連絡の中継点にする。

（連絡先を確認し、了解を得る）

□情報の収集方法を確認しよう！

災害伝言ダイヤル（暗証番号の設定も可）

171
自分の安否を伝える →自宅の電話番号 →録音

安否が気になる人の伝言を聞く →相手の電話番号→聞く

1
2

注：１件あたり３０秒、最大10件。保存期間４８時間
毎月１日と１５日に体験できます。

防災関係機関
浦安市役所 047-351-1111（代表）
浦安市消防本部 047-304-0119
浦安警察署 047-350-0110
京葉ガス(保安指令センター)047-325-1049（24H)
東京電力サービスセンター 0120-995-556（24H)
千葉県水道局市川水道事務所葛南支所 047-357-1197

主な医療拠点施設
浦安市急病診療所 047-381-9999
東京ベイ・浦安市川医療センター047-351-3101
順天堂大学医学部附属浦安病院 047-353-3111

自分に必要な連絡先
一覧も作っておこう！

119 110火事救急 警察

インターネットの
安否確認サイトも
チェックしよう！

「浦安市の重要なお知らせメールサービス」
下記のアドレスから登録できます。
http://isdmail.city.urayasu.chiba.jp/

浦安市ホームページ http://www.city.urayasu.lg.jp/

防災行政用無線テレフォンサービス 0120-431-067

保存版

参考：東京防災、親子のための防災ガイド、interior de 防災(icon)

住まいを安全にしよう！
東日本大震災は午後2時46分、赤ちゃんのお昼寝時間に発生しました。
まず乳幼児が長く過ごす場所の安全対策をしましょう！
また、近年の地震による負傷者の30~50％は、家具の転倒、落下、移動が原因です。
住宅を選ぶ際には、寝室や各所に収納がある間取りかチェックしましょう！

玄関・廊下避難路なので、物を置かない。
非常持出し袋は玄関付近に置く。

寝室

子ども部屋

キッチン

リビング・ダイニング

収納家具（特に背の高い)は
置かないようにする。

枕元にスリッパと懐中電灯を
置く。(避難時の安全対策)

物はクローゼットなどに
おさまる量に止める。

ベッドは家具や物が
倒れ(落ち)ても安全
な（頭を守れる）配
置にする。

家具を置く場合は高
さの低い家具を選び
固定する。重い物は
床に近いところにし
まう。

冷蔵庫・電子レンジの固定
やすべり止め、吊戸・食器
棚の扉の開き防止を行う。

物が多く危険なので、日
ごろから子どもを入らせな
い対策をする！

乳幼児の布団やベ
ビーベッドを置く場
合は周りに物を置か
ない。また、窓から
離す。

バルコニー

火災などの際は避難路になるので、戸境や避難ハッチの上に物を置かない。

家全体のチェックポイント

ガラスの飛散防止対策。フィル
ムを貼る、レースのカーテンを
常に閉めるなど。

家具

窓

極力家具を置かない。置く場合は、
配置（倒れても出入口をふさがな
い）を検討し、必ず固定（金物や
突っ張り棒）を行う。
また扉の開き防止・物の飛び出し
防止対策をし、物の散乱を防ぐ。

照明天井直付け照明が安全。
吊り下げタイプは揺れないよう
に補強する。（要工事）
シェードはガラスよりプラス
チックがより安全。

防炎性の高い物を選ぶ。
（火災の対策）

出てる物をなるべく少なくする。
置物には滑り止めマットを敷く
額縁ガラスにもフィルムを貼る。

避難路
家の耐震性も確認しよう！

安全な場所

リビング隣室

物

物

物重

軽

火災防止のため
ブレーカー自動遮断
装置をつける。

分電盤

（マンションの場合）

ｶｰﾃﾝ
ｶｰﾍﾟｯﾄ

扉が開くように周囲に家具や物を
置かないようにする。
（避難路確保）

扉

子どもが居る場所は、家
具・TV・置物などを固
定し安全な場所にする。
テーブル・イスには
すべり止めつける。

額縁
小物

http://u-shimin.genki365.net/gnku01/mypage/index.php?gid=G0000471



備えよう！ 東日本大震災で、浦安では水が使えなくなりました。
水やおむつは日ごろから多くストックしましょう！
また水や食料は災害食と日常のストックで、７日分を
目標に備えましょう。

日常持ち歩き

衛生用品
□簡易トイレ
□ビニール袋
□スリッパ
□タオル □マスク
□ティッシュ
□ウェットティッシュ
□下着□母乳パッド
□生理用品
□爪切り

ゆでた水をそのまま飲めるパスタ、野菜不足を解消する
野菜ジュース、常温保存できる牛乳・豆乳、便秘を解消
するプルーンなども備蓄におススメです♪

□油性マーカー
□ガムテープ
□紙

アレルギーがある場合は１週間分以上の食料を備蓄しよう！

備 蓄

貴重品
□印鑑□現金□通帳
□保険証□身分証コピー
□家族の写真
□重要書類 □予備の鍵
□マイナンバーカード

食料
□そのまま食べ
れる物

□飲料
□粉ミルク

乳幼児品（共通）
□おむつ
□おしりふき
□ポリ袋 □水筒など
□粉ミルク（スティック）
□ストール
□幼児用マスク
□抱っこひも
□母子健康手帳
□子ども医療費助成受給券

□カイロ
□保冷パック
□処方せん

□日焼け止め
□虫よけ
□化粧水
□保湿クリーム

季節や個々に応じて（共通）
□ウェットティッシュ
□ティッシュ、飲み物
□小銭（１０円玉）
□ビニール袋 □レジ袋
□アメ・チョコ
□保険証 □非常笛
□生理用品 □筆記用具
□安心カード（連絡先一覧）

□長靴 □マスク
□スコップ
□ゴーグル

救急用品
□消毒脱脂綿
□ガーゼ
□ばんそうこう
□包帯□三角巾

水・食料関連品 日用品 子どもの品

液状化に備える

NPO法人i-net作成の減災対策チェックリスト（http://npo-i.net)も活用ください。

非常持出し

□トイレットペーパー
□ティッシュペーパー
□タオル □マスク
□簡易トイレ □除菌シート
□歯ブラシ □シャンプー
□洗面器 □新聞紙
□着替え（上下、靴下）
□バスタオル □毛布

筆記用具
メモ帳

避難に役立つ
□懐中電灯(電池）
□ラジオ
□携帯電話（充電器共）
□軍手 □雨具
□サバイバルブランケット
□ヘルメットや厚手の帽子
□子ども用防災頭巾
□ライター
□レジャーシート
□レジ袋
□万能ナイフ
□靴
□油性マーカー

最大10ｋｇまでにおさめよう！

※適宜見直しが必要

□粉ミルク
□哺乳瓶（コップ） □離乳食※
□スプーン・フォーク（使い捨て）
□おむつ※ □おしりふき □綿棒
□ガーゼハンカチ □母乳パッド
□おもちゃ・本・クレヨンなど玩具

□水（飲料・料理用）１日3L/人
□食品（米、レトルト、菓子）
□キッチンペーパー
□ラップ □アルミホイル
□カセットコンロ □ガスボンベ
□簡易食器 □コップ □箸
□ポリ袋

参考：H23年子育て応援メッセアンケート「0311そのときあなたは？」他

地震がきたら！

自宅：できるだけ安全な場所へ移動
外出先：物が落ちてこない場所へ

いったんゆれがおさまったら

火の始末 玄関・窓を
開ける

家の被害状況の確認
情報の収集
□防災無線
□市ホームページ
□メールサービス

家から離れる際には 家が危険（倒壊のおそれ）、電気・ガス・
水道が使えない、避難指示がでた場合など。

電気器具の
スイッチoff
コンセントを抜く
ブレーカーoff

窓を
閉める

安否情報を玄関に
残して避難する。

激しいゆれの最中に
消火に行くのは危険

避難経路の確保

災害が起きた後、子どもへの接し方
子どもが安心できるように心がけましょう。

災害のニュースを見すぎない。
子どもを一人にしないように。なるべく近く
にいたり一緒に遊んだりする。
子どもが泣いたり、うなされたりした場合は
「一緒にいるよ」と伝える。
「がんばって」「がまんして」ではなく、
「大丈夫だよ」「守るからね」と言葉をかける。
同じことを何度も聞いてくる場合は、
できる限り毎回きちんと答えるようにする。

心のケアにも
そなえる

体験談から学ぼう！

○○ちゃん
だんご虫！

赤ちゃんの体全体を
ぎゅっと抱きしめて
大人の心音を聞かせ
てあげるようにしま
す。手をそっと包み
込んであげるのも安
心感が伝わります。

□
□

□

□

□

自治会に加入など
ご近所づきあい

備蓄の見直し（種類、数）
家族の連絡方法確認
（ネット、電話、何通りか）

激しいゆれがきたら、
まず自分の身を守る体勢をとり、
同時に子どもに指示

急には出来ないので、
普段の遊びに取り入れて
やってみてね。

災害伝言ダイヤル等も活用

水道が止まりとても不便
だった。洗い物を出さな
いように紙皿にラップを
敷いた。

オムツの持ち合わせ
が少なくて困った。
スーパーでも売り切
れていた。

家族と連絡がとれな
くて大変だった。

日ごろから友人やご近所
さんとコミュニケーショ
ンをとっていく事の大切
さを改めて感じた。

近所のママ友が声をか
けてくれて集まった。
色々な話ができて安心
した。

いざという時はお互いに
知らない同士でも助けあ
えばいいと思った。

家から出られず
親子ともストレ
スをためていた。

子供向けのTVが
1局でもしてくれ
れば気休めに
なったかも。

子どもが停電を
怖がった。

いやしグッズを備えよう！

(1)ストールの端を対角線でしっかり結ぶ。
(2)たすきにかける(結び目は肩にくる）。
(3)ストールをかけた肩とは反対の胸の前
に子どもを座らせるように入れる。

(4)必ず片手を子どもに添える（落下防止）
抱っこした後に、自分も子どもも覆うよ
うにしてウインドブレーカー等を着ると
抱っこが安定します。

この他に困ったこととして、母乳を飲まなくなった・夜泣き・食欲不振、トイレ
に行くこと(特に子連れで)・保育園の休園・液状化の不安・避難先でのストレス
など、様々な声がありました。実際に困ったことを知っておくことも心の備えの
一つになります。

身近な品で代用しよう！
-大判ストールで抱っこ-

避難で疲れがピークに達し
た時に、気持ちをＵＰできる
自分や子どもにとっての癒し
グッズも備えておきましょう。
体が温まる飲み物や、甘い

お菓子、おもちゃ、家族の写
真などもおすすめです。
賞味期限のあるものは箱の

表から日付がわかるように
しておきましょう。


