災害から身を守る
特集

この写真は、昨年の10月に甚大な被害をもたらした台風第19号の翌日の荒川の様子です。

一見すると美しい河畔の風景を切り取った一枚ですが、よく見ると電信柱が川に浸かり、木
も川に飲み込まれて、ほとんどその姿は見えません。

短時間の間に甚大な影響を及ぼす自然災害は、身近に潜む大きな危険です。災害が起きる前

から、自分自身で備えることが大切です。今月は、新型コロナウイルス感染症に伴う新しい災
害時の避難方法について考えてみましょう。

内線2326

現在、新型コロナウイルス感染症は
世界中でまん延し、日本では緊急事態
宣言は解除されたものの、今なお第２
波、第３波の感染リスクが懸念されて
います。そんな中、今、災害が発生し
てしまったらどのように行動すればよ
いのでしょうか。
避 難 先 と な る 市 内 の 各 避 難 所 で は、
多くの人が避難することで、３つの密
（密閉・密集・密接）になりやすく、新型

今、災害が発生したら…

在宅避難とは、災害時に避難所に避
難せず、自宅で避難生活を続けること
を言います。
浸水のリスクがある地域や、山の斜
面などの危険な場所ではなく、頑丈な
建物やマンションなどの高層階に住ん
でいる場合は、自宅にとどまって避難
生活をする方法も考えられます。

安全の確保ができれば
在宅避難を

ルス感染症まん延防止のためにも、災
害が発生する前に、自分自身の状況に
あわせた避難方法を検討しましょう。

コロナウイルス感染症の感染リスクが
高くなると考えられます。
市民の皆さんには、新型コロナウイ

問合せ／防災危機管理課

在宅避難は、まず第一に自宅で安全
の確保ができていることが前提となり
ます。通信手段、非常灯、食料、飲料
水、衛生・医薬品、電源や熱源の確保
などが在宅避難には必要です。災害発
生後には、それらの物資は入手困難に
なるので、日頃から非常時に備えるこ
とが大切です。

垂直避難

可能な限り分散避難を

て、備えることが大切です。

避難することで、災害時に多くの人が
集まることが想定される避難所以外へ
分散する方法です。
しかし、避難所以外へ避難した場合
に、災害状況の把握や自宅へ帰る判断、
トイレや水などで困るなどの課題もあ
ります。しっかりと事前に対策を講じ

分散避難とは、親戚や友人の家、近
くにある高い建物や安全であれば車で
の待機など、指定された避難所以外へ

▲水害時、避難が困難な場合は、可
能な限り上層階への垂直避難を！
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3密（さんみつ）を回避する避難方法の検討
危険地域に住む人は
ためらわず避難

安全確保できれば

在宅避難
可能な限り

分散避難

災害情報・避難情報をもとに
避難の必要性や避難先を検討
避難の必要性を検討
自宅での安全確保ができる人は、必ずしも
避難所に行く必要はありません
（在宅避難）。

親戚や友人の家など

洪水浸水想定域

テント泊
車中泊

指定
避難所

3密を回避するために
さまざまな避難先を検討（分散避難）
※車中泊はエコノミークラス症候群への対策に
も配慮する必要があります。

不安があればためらわずに避難所へ
「在宅避難」や「分散避難」を検討することも大事ですが、不安があれば、ためらうことなく避難所に避難し
てください。しかし、避難所に行くことで、新型コロナウイルス感染症への不安もあると思います。市として、
避難所におけるさまざまな対策を講じていますので、避難する皆さんも感染拡大防止にご協力をお願いします。

避難所での対策

市民の皆さんのご協力をお願いします

・マスク、非接触型体温計、消毒液など衛生
用品を配備

・避難時にマスク、体温計、アルコール消毒、
除菌シートなどの持参

・十分な換気やスペースの確保

・避難者自身の健康状
態の確認

・消毒の徹底
・避難所にパーティションの導入を進めます

せき

・手洗い、咳エチケッ
トの徹底
・避難所の運営ボラン
ティア

▲車いす利用者でも使用できるパーティション
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▲手洗いの徹底

「いざ」というときのために「いま」から
台風シーズンを目前にした今、実際に水害が起こったとき、自分の住んでいる地域が安全なのか、自分がどこに避
難すればいいのか、皆さんは把握していますか。
避難時に必要なものや情報収集の方法を確認し、円滑に避難行動ができるようにマイ・タイムラインを作成して、
いざというときすぐに避難できるようにしましょう。

洪水ハザードマップを確認
表紙または右記QRコードの洪水ハザードマップで、自宅周辺の危険性や避難場所、避難場所へ
の安全な経路を確認しましょう。ハザードマップに避難経路を書き込んだり、マイ・タイムライ
ンの作成にも役立てましょう。

▲洪水ハザードマップ

避難時に必要なものを確認

QRコード

避難時には、両手を自由に使えるように、必要なものはリュックに入れましょう。
また、避難所での新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクなども必ず持参するようにしましょう。

□ 飲料水

□ 食料品（カップめん、
缶詰、
チョコレートなど）

□ 衛生用品（体温計、マスク、消毒液など）

□ 救急医療品（包帯、常備薬など）

□ 懐中電灯、ロープ、棒、杖など

□ 軍手、タオル、ウエットティッシュ、ゴミ袋

□ 衣類、下着類、くつ下、スリッパ

□ 携帯ラジオ、予備電池

□ 筆記用具、雨具、防寒具

□ 現金、貴重品（預金通帳、印鑑、
健康保険証など）

つえ

マイ・タイムラインを作成
マイ・タイムラインとは、家族構成や生活環境にあわせた皆さん一人ひとりのタイムライン（事前行動計画）です。台風
の接近によって河川の水位が上昇するときなどに、自分自身がとる行動を時系列的に整理し、取りまとめるものです。
自分の住んでいる地区の洪水リスクを知り、災害時に「いつ」「誰が」「何をするか」を考えます。次ページのマイ・
タイムラインシートの「あなたの行動」欄に、自分の家族構成や生活環境にあった避難に必要な情報・判断・行動を
実際に記入してみましょう。作成後は、いつでも確認できるように保管しましょう。

市内の状況を情報収集

▲緊急・災害情報

災害時、より安全に行動する
ためには、こまめな情報収集が
欠かせません。
市では、さまざまな媒体を介
して情報発信を行っていますの
で、この機会に情報を得る方法
を確認し、登録などをしておき
ましょう。

□ 志木市緊急・災害情報サイト
緊急・災害時は、市公式ホー
ムページへアクセスしにくくな
ることが想定されます。そこで、
志木市緊急・災害情報サイトを
閲覧してください。災害時に必
要となる情報を随時更新してい
きますので、
ブックマー
クに登録し
ておきまし
ょう。

ビス登録QRコード

□ メール配信サービス
防災行政無線の放送内容や避

難情報、気象情報は、メール配
信による情報提供を行っていま
す。 確 実 に 情 報 を 得 る た め に、
登録をしていない人は、メール
配信サービ
スに登録し
ましょう。

▲メール配信サー

サイトQRコード
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作ってみよう！マイ・タイムライン

避難指示（緊急）

水位などの状況を把握して避難行動を開始する

○大雨注意報・洪水注意報

・防災グッズの準備

避難準備・

・大雨や河川の状況の確認（河川監視カメラなど）

雨風が強くなる前の行動

高齢者等避難開始

・高齢者等避難開始

避難勧告

・避難開始

身の安全を確保

・避難完了

災害発生情報

□ 防災行政無線テレホンサービス
災害時などは、防災行政無線
の放送が聞こえにくい場合があ
ります。そんな時は防災行政無
線テレホンサービスをご利用く
ださい。
☎０８００
（８００）０３１８
▼通話料無料
▼一部のＩＰ電話から利用でき
ない場合があります。その場合
は、 有 料 ダ イ ヤ ル ☎[ ０ ４ ８（ ４

７２）０２７５ を]ご利用ください。

□ 市公式ツイッター
市公式ツイッターでは、メー
ル配信の内容や災害情報を発信
しています。平常時には、イベ
ントやお知らせ情報を発信して
いますので、
ぜひ、フォ
ローしてく
ださい。

川に架かる袋橋と柳瀬川に架か
る高橋の２か所に河川監視カメ
ラを設置し、河川の様子を 時

□ 河川監視カメラ
水害への備えとして、新河岸

▲市公式ツイッター

間ライブ配信しています。河川
に近づくことなく、増水した河
川の状況を
リアルタイ
ムで確認で
きます。

Shiki City 2020.7

5

・ハザードマップなどによる避難所・避難経路の確認

○早期注意情報

QRコード

QRコード

24

▲河川監視カメラ

・テレビ、ラジオ、インターネットなどによる気象情報の確認

○台風予報・発生

あなたの行動
志木市からの情報
および気象情報

