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　首都直下地震は今後30年間に7割の確率で発生すると予想され、区内でも大きな被害が想定されています。
大切な命を守るために、日頃の備えが必要です。自分と家族の命を守る「自助」と、地域で支え合う「共助」を意識
し、防災活動に取り組みましょう。　

1「自助」と「共助」の行動で命を守りましょう

自助

　大地震では、多くの人が家具の
転倒・落下・移動で死傷しています。
ガラスの飛散防止と併せて対策が
必要です。特に就寝中は身を守れ
ないため、寝室の対策は重要です。

■ 家具の固定で転倒防止

　阪神・淡路大震災では、死者の約8割は建物倒壊などに
よる圧死でした。首都直下地震に備え、区では耐震診断や
耐震改修工事への助成を行っています。（→P95）

■ 住まいの耐震化

　大規模災害では、ライフラインや物流が一定期間停止しま
す。最低でも3日分（1週間分を推奨）、自宅で暮らせるための準
備をしましょう。　＜主な備蓄品＞飲料水、食料、衛生用品（マス
ク・トイレットペーパーなど）、生活用品（懐中電灯、カセットコンロ
など）、家族構成に応じた物品（粉ミルクや哺乳瓶、常備薬など）

■ 最低3日分を備蓄（ローリングストックを）

　断水や下水の配管が破損していたら、
トイレは使用できません。ぜひ簡易トイレ
を準備しましょう。

■ 簡易トイレを備える

共助

　地域の防災訓練や、町会・自治
会などで結成している自主防災組
織の活動に参加して、けがの応急
処置やAED・消火器の使い方など
を習得しましょう。

　身体が不自由な方や乳幼児・熟年者など、一人では避難する
ことが困難な方を地域で把握し、普段からの見守りや助け合え
る関係をつくりましょう。

■ 要配慮者を支援しましょう■ 防災訓練や自主防災組織に参加しましょう

大地震に備える
江戸川区の防災

区内の災害情報をJ:COM
チャンネルでお知らせします

（加入者のみ）。

●J:COM
　江戸川ニュース

区内の災害情報を発信します。

●区公式ツイッター・フェイスブック

ホームページやQRコード、メールアドレスから登
録された方に、災害情報を配信します。 ＜登録用
空メール送信先＞ t-edogawamail@sg-m.jp

●えどがわメールニュース

区内290カ所のスピーカーから放送します。
放送内容は☎3652-1284で再確認できます。

●防災行政無線

区域内の携帯電話に災害・避難情報
などを配信します（NTTドコモ、au、ソ
フトバンク）。
※メールを受信できない機種もありま
す。対応機種および受信設定について
は、携帯電話各社へご確認ください。

●エリアメール・緊急速報メール 区内の災害情報を放送します。

●FMえどがわ 84.3MHz

災害発生直後は電話がつながりにくくな
ります。
災害用伝言ダイヤルは、災害時に提供さ
れる声の伝言板で、毎月1日・15日に体
験利用ができます。

●災害用伝言ダイヤル「171」避難・災害情報の収集方法 正しい情報を収集し、
落ち着いた行動を

「防災」のページから災害
情報や防災マップなどを
ご覧になれます。

●区公式ホームページ
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落ち葉が詰まった雨水ます

2風水害に備える
正しく理解し、正しく恐れ、正しく行動しよう

　NHK総合テレビのデータ放送で、河川情報（川の水位・雨量）が随時確認できます。
＜視聴方法＞
①チャンネルをNHK総合に合わせ、リモコンの「d」ボタンを押す
②NHKトップメニューから「地域の防災・生活情報」⇨「河川水位情報」を選択
③水位観測所の情報が表示されます

●テレビのNHKデータ放送

河川の水位や雨量などの確認方法

▼区内の気象情報

▼河川の防災情報

●パソコン・スマートフォンなど

土のうステーション

■ 大規模水害時（洪水・高潮）の避難方法と注意点 早めに避難を開始しましょう

できるだけ早い段階で、区外の浸水
しない地域（親戚・知人宅など）へ自
主的に避難しましょう。

気象情報に注意し、天候が
悪化する前に行動を開始しま
しょう。

区外へ広域避難原則

注意点

地域防災拠点（都立大島小松川公
園、葛西南部地区など）、待避施設
（小・中学校）に避難してください。

地域防災拠点は雨ざらしの屋
外です。待避施設には十分なス
ペースや物資がありません。

やむを
得ず

注意点

広域避難する時間がない場合、頑丈
な建物の浸水しない高いところへ緊
急に避難してください。

注意点

最終
手段

救出まで孤立した状態が長く
続くことがあります。その場合、
大量の備蓄が必要です。

区内避難 垂直避難

■ 大規模水害時の広域避難の情報と避難のタイミング

氾濫発生

あなた自身の早めの判断
があなたや家族を守りま
す。積極的に情報収集し、
早めに避難しましょう。

自主的広域
避難情報

区外の安全な場所
に逃げてください

2日前 48時間前

広域避難勧告

ただちに区外へ
退去してください

1日前 24時間前

域内垂直
避難指示（緊急）

広域避難
できません

9時間前

共同検討開始

まずは逃げる
準備です

3日前 72時間前

江東5区共同で3日前から
情報を発表します

　道路沿いにある雨水ますは、落ち葉やゴミなどで詰まりやすくなっているため、
小まめに掃除しましょう。また、区内42カ所に、どなたでも自由に土のうを取り出
せる「土のうステーション」（写真右）を設置しています。
★設置場所は「江戸川区の地図」や右記QRコードで確認できます。

保全課事業調整係
☎5662-1930

土のうをご利用ください
＜内水氾濫への備え＞

　低地帯である江戸川区は、河川の氾濫や高潮などによる大規模水害が発生す
ると、1～2週間以上も水が引かない可能性があります。水害は発生前の対策が重
要です。お住まいの地域の特性を水害ハザードマップや潮位表示板などで把握し
た上で、気象情報や避難情報に注意し、早い段階での避難行動につなげましょう。
●水害ハザードマップは、日本語版・英語版・中国語版・韓国語版の4種類があり、区役所本庁舎と
各事務所で配布しています。また、区公式ホームページからダウンロードすることもできます。

区役所本庁舎前に、荒川の水位
をリアルタイム表示する水位表
示塔を設置しています。

水害ハザード
マップの掲載
場所はこちら

荒川下流河川事務所　ライブ映像

国土交通省　川の防災情報

江戸川区気象情報システム

江戸川河川事務所　川の観測情報

東京都　水防災総合情報システム
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　自宅や近所が家屋の倒壊や火災など
により危険で避難が必要なときは、地域
の方と協力しながら、臨機応変な避難行
動をとりましょう。また、身体が不自由な方
や熟年者などの避難を支援しましょう。

江戸川区の防災

地震時の避難行動3
自分と家族の安全確認

隣近所の状況確認

大地震発生

火災が広がるなど、
地域が危険なとき

安全な地域の
避難所へ移動

避難所での生活が困難な方を誘導

周辺で火災がなく、
地域が安全なとき

※在宅避難の場合も、最寄りの避難所（区立小・中学
　校）で災害情報の提供や救援物資の配給を受ける
　ことができます。自宅や周辺で火災が発生した場
　合は、避難場所に避難するなどの行動が必要です。

　避難所では、被災者への支援を円滑に
実施するため、「避難所運営協議会」の設
立が必要です。避難所を拠点とする開設・
運営訓練などに参加し、皆さんが一体と
なって運営できるよう防災力の向上を目
指していきましょう。

最低3日分の
飲料水・食料を
備蓄しましょう

余震

自宅に
被害がないとき

自宅や周辺が
危険なとき

在宅避難
自宅近くの広場、

公園など
自宅で避難生活

を送る

集合場所へ

避難場所へ
都立篠崎公園など12カ所

（東京都指定）
※詳細は「江戸川区の地
図」で確認できます。

避難所（一次避難所）へ
区立小・中学校に開設される

避難所運営の担い手はあなたです！

福祉施設、協定施設など二次避難所へ
・区内であれば、開館しているすべての区施設に緊急避難できます。
・余震や火災から身を守るため、安全な建物や広場で待機しましょう。

自宅に大きな被害がなく、そのままとどまることができる場合

外出中のときは…

　大地震発生時は、原則と
して 区 内 の 診 療 所 やクリ
ニックは休診となり、右図の
病院の近接地に「緊急医療
救護所」が開設されます。
　「緊急医療救護所」では、
主にトリアージ（※）と応急
処置が行われます。

※トリアージとは、災害などで
多数の傷病者が発生した場
合に、傷病の緊急度や重症度
に応じて治療優先度を決める
ことです。

大地震発生時に
大けがをしたら
近くの「緊急医療救護所」へ

江戸川

篠崎

瑞江

東大島

船堀
一之江

葛西

葛西臨海公園

西葛西

江戸川区役所

小岩

新小岩

平井

京成小岩

江戸川病院前
西村記念病院前

葛西中央病院前

森山記念病院前

東京臨海病院前

同愛会病院前

小松川病院前

京葉病院前

松江病院前

一盛病院前

森山脳神経センター病院前

江戸川メディケア病院前

江戸川共済病院前

東京さくら病院前

葛西昌医会病院前

東京東病院前

岩井整形外科内科病院前

一時（いっとき）

避難所運営協議会区民

円滑な避難所運営を
目指します

区

学校
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　大地震が起きたときに最も大切なことは、自分の身の安全を確保し、命を守ることです。防災行政無線
やラジオ、テレビ、インターネットなどで正確な情報を収集し、状況に応じた避難行動をとりましょう。

防災は一人ひとりが主役です

大地震が起きたら4

制度について 地域振興課コミュニティ係　☎5662-0510

申請について 区役所区民課・各事務所（→P25）の地域サービス係

さまざまな支援を受けるには「り災証明書」が必要な場合があります

地震・水害・
火災で家屋

などが被害を
受けたとき

区（地震・水
害時）や消防
（火災時）に
発行を申請

被害調査に
基づいて発行

※災害状況により、被害調査から
発行までおおむね

1週間～1カ月
かかる場合があります。

　り災証明書は、災害に遭われた方が生活支援
を受ける際に必要となる、被害程度などを証明
する書面で、発行には申請が必要です。

り災証明書について

・支援金や融資を受けるとき
・税金などの減免を受けるとき
・仮設住宅への入居申請のとき
　　　　　　　　　　   ほか

必要な場面

自宅が危険なときは、電気のブレー
カーを切り、ガスの元栓を閉めて避
難しましょう。

5 余震や火災、正しい避難

■ 行動のポイント

ラジオやテレビ、区などからの正
しい情報を収集し、適切な行動を
とりましょう。

3 正しい情報、確かな行動
揺れを感じたり、緊急地震速報が
発表されたときは、まず自分の身
を守りましょう。

1 グラッときたら身の安全 2 落ち着いて、火の元を確認、出口を確保

4 確かめ合おう、わが家の安全、隣の安否
自宅の安全や近所の方の安否を確
認し、協力できる範囲で救出・救護
をしましょう。

揺れが収まったら慌てずに火の始
末をし、避難できる出口を確保しま
しょう。

同行避難が原則です

　もし、避難が必要になった場合、ペットはキャ
リーバッグなどに入れて（大型犬はリードで繋ぎ）
同行避難してください。避難所には、動物が苦手
な人やアレルギーを持った人などがいることに配
慮し、不安感や不快感を与えないよう、飼育環境
を清潔に保つなど、ペットが受け入れられやすい
環境づくりを心掛けましょう。

★キャリーバッグや
　ケージに入れて避難を

日頃からの心掛け・準備

身元表示
迷子札（犬は鑑札）、マイクロ
チップなど

防災用品の準備
フード、水、食器、トイレ用品、常備
薬、愛用品、写真などペットの命
や健康に関わるものを最優先に、
日頃から準備しておきましょう。

健康管理
ノミの駆除、予防注射、シャン
プーなど
しつけ
犬はマテ、オイデの基本号令に
従うなど

ペットも一緒に避難

詳しくはこちら＞

ペットについて
生活衛生課動物管理係　☎3658-3177

防災について
防災危機管理課危機管理係　☎5662-2037
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