
　　　　　　　 　～男女共同参画・多様な視点から考える～

　　　　　防災・減災のすすめ
   セットにすると便利 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ヘアゴム・ひも 

入浴できない時に髪を結ん

だり、整理のため物を束ね

たりできる。 

汗拭きシート 

お風呂に入れないときに。

ウェットティッシュと違い、保

湿成分が含まれているので

乾燥しない。敏感肌の人は、

アルコールフリーのものを。 

ストール 

寒さ対策はもちろん、避難

所での着替えや、腰に巻け

ば緊急時のトイレ対策にも

役立つ。 

ドライフルーツ 

避難所での便秘対策。栄養

価も高く食物繊維も豊富。 

生理用品のセット 
  生理用品 
  サニタリーショーツ 
  清浄綿 
  おりものシート 

  中身の見えないゴミ袋 

授乳用品のセット 

  粉ミルク(調製粉乳) 

  アレルギー対応ミルク 

  乳幼児用飲料水 

  ほ乳瓶 

  ほ乳瓶用の消毒剤 

  湯沸し器具 

成人用オムツセット 
  成人用オムツ 
  尿取りパッド 
  おしりふき 
  中身の見えないゴミ袋 
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 平成２３年の東日本大震災や近年の記録的な豪雨禍など、災害

による被害は甚大なものがあり、今後もいつどこで起きるか分かり

ません。 

  平成２７年１０月、私たちは宮城県名取市閖上（ゆりあげ）で被災さ

れた方をお招きし、命の大切さと一人ひとりの防災意識の重要性を

実感しました。そこで、防災・減災対策、地域住民の「自助」「共助」

の取り組み等を学び、日頃からの男女共同参画や多様な視点での

防災について話し合いをした結果を、ここにまとめることとしました。 

 このリーフレットを基に、家族や地域で話し合い、いざという時すぐ

に行動に移せるよう、災害に強い自分、家族、そして地域を育てる

ための参考にして頂ければ幸いです。 

協 力 ・ 問合せ先 

岩国市人権課男女共同参画室  ℡ 0827-29-5340 

発行日：平成28年3月  

自 助 ： 自分の身は自分で守る 

共 助 ： 身近にいる人同士が助け合う 

公 助 ： 国・県・市・町等が取り組む 

  あったら便利 持ち出しグッズ あれこれ 
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住んでいる地域の危険個所を確認しましょう

家族で話し合っておきましょう

各人・各家庭のニーズにあった非常持ち出し品・備蓄品の
準備をしましょう　（アレルギー・乳幼児・高齢者など）

 過去に発生した水
害や土砂災害・地震
の被害を調べたり、
今後起こりうる災害
を確認することも大
事です。 

 岩国市では、洪水・土砂災害・高潮・地
震・津波などの災害が発生したときに、
被害が及びそうな場所を地図に示した 
「ハザードマップ」を、市ホームページで
公開しています。 
 参考にしながら避難経路を歩き、自分
たちが住んでいる地域の危険箇所・避難
場所等を確認しておきましょう。 

 家族の共通の連絡先 

安否確認の方法等を複数

決めておきましょう。 

災害用伝言ダイヤル１７１

などの使い方を確認して

おきましょう。 
 

 緊急連絡カードを作成し、話し合っ

て決めたことや家族の連絡先・電話

番号、治療を受けている人は薬の種

類・量・服用方法などをまとめておき

ましょう。 
 

 災害時の場面を想定し、複数の情

報入手手段を準備しておきましょう。 

備蓄品（基本的に必要なもの）の一例 

 
   飲料水 非常食 常用薬・お薬手帳  

 救急用セット（毛抜き・消毒薬）    水運搬パック   

 ヘルメット・軍手等  ランタン・ろうそく等  

 携帯ラジオ 予備電池・モバイルバッテリー  

 身分証明書 ・通帳・証書類のコピー 印鑑 

 筆記用具 油性マジック 家族の連絡先    

 簡易トイレ  トイレットペーパー  ウェットティッシュ  タオル 

 使い捨てカイロ  安全ピン  ポリ袋  ライター 洗濯ばさみ  

 予備めがね  くし・鏡  雨合羽等 ナイフ・はさみ類   

 紙皿・割り箸・スプーンなど  ラップ アルミホイル 缶きり  

 マウスウォッシュ 石けん ふろしき 新聞紙 扇子  

 エコバック 防災ハンドブック など 

  

 

非常用持ち出し品の一例 （家族の人数分も考慮） 
 

 ろうそく・マッチ 三角巾 タオル マスク   

 懐中電灯 乾電池 携帯食料 飲料水 すべり止め付き軍手 

 携帯スリッパ 家族写真 

 （濡れないようにビニール袋等に入れておく） 

発行日：平成28年3月  

  日頃から災害に備えましょう 

20人 

65人 

2人 

1人 

①している 

②していない 

③何を準備してよい… 

④無回答 

非常持出リュックを準備 

していますか？ 

非常持出準備物 
上位ランキング 

1位 懐中電灯 
     ラジオ   
       食料品 
     （10人） 
4位 水（８人） 
5位 下着・衣類 
        （７人） 

H27.10.6 防災講演会アンケート結果より 協力者88人 
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避難所でのプライバシー確保 
 

 トイレ・お風呂・着替え・もの干し

場などのプライバシーを守るため

のスペースを設けましょう。 

誰もが安心して過ごせる 

           避難所づくり 
 

 避難所では緊張を強いられること

もあり、子どもは普段と違う様子に

落ち着かず泣くこともあります。 

 リラックスして過ごせる場所の確

保も重要です。 女性リーダーの配置の 

           重要性 
 

 被災者の中には、女性にしか

相談できないような事案もある為、

女性の責任者・担当者を複数配

置しましょう。 

避難所などでは・・・ 
 

   ◎ 防犯ブザー・ホイッスルを携帯しましょう。 

   ◎ 暗くなったら外出を控え、できるだけ複数で行動しましょう。 

   ◎ トイレは決して一人で行かず、 

     使用前に不審な点がないか確認しましょう。 

 災害は、いつ、どこで起こるかわかりません。わたしたちが暮らす地域

でも、災害が起こることが予測されます。 

 災害から、自分や家族、大切なものを守るためにできることは何かを考

える時、地域をよく知り、暮らしの多くを担う女性の視点を活かすことは不

可欠です。 

 一人ひとりが男女共同参画の視点に立ち、ご近所さんや家族・大切な

人たちと一緒に、もしものときに備えておくことは大変重要です。 

一番に助けたり助けられたり

するご近所さんに、自分たち

のことを良く知ってもらうこ

と、そしてご近所の事をよく

知っておくことが大事です。 

一人ひとりが、日頃から災害に

あったらどうしようかと考えてお

くこと、いざという時の為に備え

ておくことが大事です。 道で会ったら挨拶したり、立

ち話したりするだけでもきっと

違うはずですね。 

保存食を買ったり、たんすの

突っ張り棒をしたりも大事だけ

ど、近所の知り合いが増えるこ

と、ものすごい防災力アップか

も！ 

  暴力から自分を守る 

  災害が起きて避難したとき   地域の人と顔見知りになりましょう 

53人 

18人 

17人 

ある 

ない 

無回答 

避難所で生活する場合、男性、女性の 

視点で気になることはありますか？ 

H27.10.6  

防災講演会 

アンケート結果より  

協力者：88人 

避難所では役割分担を性別や

年齢等で決め付けない 
 

 例えば、炊き出しは女性の役割

と固定することがないようにしま

しょう。 
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① すぐに身を護る体制になること。 

    家具の転倒、照明器具、窓ガラスなどに注意。 

 

② 揺れがおさまったら、靴をはく。 

 

③ 火の始末をしてドアを開ける。 

 

④ ペットボトルや浴槽に水をため、水を確保する。 

 

⑤ 状況を把握し、必要なら避難する。 

 
 
 

     使用前に不審な点がないか確認しましょう。 

洪水の危機が迫っている時 

予想される浸水の深さによって、とるべき行動が異なります。 

 

① 雨が強く降る前や暗くなる前に避難する。 
 

② 浸水が浅くても流れがあれば、歩行は危険です。 
 

③ 避難所への移動に危険を感じた場合は、 

   自宅の２階や２階建て以上の建物に一時的に避難する。 

① 直ちに高いところに逃げる。 

 

②  高台がない時は、高い建物に上がる。 
 

 
 

  地震が起こったときの対処法   洪水・浸水の恐れのあるとき 

  津波からの避難 

74人 

11人 

3人 

①知っている 

②知らない 

④無回答 

地域の避難所がどこにあるか 

知っていますか？ 

H27.10.6 防災講演会 

アンケート結果より  

協力者：88人 

① 火元、ガスの元栓、コンセントを確認する。 

 

② 家族の状況と避難先を書いた紙を約束の場所 

    に貼る。 
 

③ 電気のブレーカーを落とす。 
 

④ 身分証明書、クレジットカード、生命保険等の証券、 

  家の権利証等を持ち出す。 
 

⑤ 窓の鍵を閉める。 
 

⑥ 戸締りをする。 

 

⑦ 徒歩で逃げる。 

  家を離れる時の注意事項 

・乳幼児の避難はベビーカーは使用せず、抱っ 

 こやおんぶで両手を空けましょう。 

・高齢者や体の不自由な人へ協力をしましょう。 

・ご近所で、声を掛け合って避難しましょう。 

・ペットはゲージに入れて避難しましょう。 

・小さな子どもや高齢者たちを連れて逃げられな 

  いと判断したとき、ご近所さんのお宅に避難さ 

   せてもらう方法もあります。 
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