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第1章 地震に備える
日本は、世界有数の「地震国」であり、過去、地震により多くの被害を受けてきました。
平成7年1月の阪神・淡路大震災（兵庫県南部地震）以降も、平成16年10月の新潟県中越地震や
平成17年3月の福岡県西方沖の地震、戦後最大の被害をもたらした平成23年3月の東日本大震災
など、全国各地で大きな地震が発生しています。
平成17年3月20日に発生した福岡県西方沖の地震は、本市観測史上最大の地震であり、九州北
部を中心として甚大な被害をもたらしました。

1 地震の基礎知識
■日本に地震が多い理由は？
地球の表面は、数十枚の巨大な板状の岩盤
（プレート）
で覆われており、それぞれが別の方向に年間数の速度で移動して
います。
地震の多くは、
プレートの境界付近で帯状に発生しており、世界で発生する地震のおよそ10％が日本とその周辺で発生
しています。プレート境界付近の地下の岩盤には、
プレート運動により大きな力が加わり、長い年月の間に巨大なエネルギ
ーがひずみとして蓄えられ、そのひずみにより岩盤が破壊されると地震が発生します。
日本は、4枚のプレートの境界に位置し、岩盤中に大きなひずみが蓄えられるため、多くの地震が発生します。プレート境
界付近の地震だけでなく内陸で発生する地震も陸のプレート内に蓄えられたひずみが原因で起こると考えられます。

北米プレート
ユーラシアプレート

太平洋プレート

フィリピン海プレート

日本付近のプレート
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■地震はどこで起こるのか？
日本では、全国各地、
さまざまな場所で地震が発生しています。
また、地震には、発生する場所や、起こる原因などによっていくつかのタイプがあり、それぞれに特徴があります。
地震の種類として、
プレート境界で起きる地震（海溝型地震）、地表近くの活断層による地震（内陸直下型地震）、
プレート
内部破壊による地震、火山活動に伴う地震など、
さまざまなタイプの地震に分けられます。

海溝型地震
日本列島の太平洋側の日本海溝や南海トラフなどでは、海のプレートが陸のプレートの下に沈み込み、陸のプレートが常
に内陸側に引きずり込まれています。
この状態が進行し、蓄えられたひずみがある限界を超えると海のプレートと陸のプレートの間で断層運動が生じて、陸側
のプレートが跳ね上がり、発生する地震を「海溝型地震」
といいます。
このタイプの地震の代表的な例として、関東大震災（大正12年）、宮城県沖地震（昭和53年）、東日本大震災（平成23
年）
などがあります。
つなみ

はっせい

津波の発生
ちくせき

ひずみの蓄積

りく

陸のプレート
ひ

りく

陸のプレート

うみ

こ

海のプレート

あ

うみ

海のプレート

はね上がり

引きずり込み

内陸直下型地震
陸のプレート内に、海のプレートの運動に伴う間接的な力によってひずみが蓄えられ、そのひずみを解消するために日本
列島の深さ20k程度までの地下で断層運動が生じて発生する地震を「内陸直下型地震」
といいます。
このタイプの地震の代表的な例として、阪神・淡路大震災（平成7年）、福岡県西方沖地震（平成17年）
などがあります。

だんそう

内陸直下型地震

断層

ワンポイントアドバイス 〈活断層とは〉
活断層とは、
これまで繰り返し地震を起こし、今後も地震が発生すると考えられている断層のことで、福岡県内では、主な活断
層として警固断層帯をはじめとして、小倉東断層、福智山断層、西山断層、水縄断層、宇美断層が確認されています。
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■地震の強さ

－ マグニチュードと震度の関係 －

地震の大きさは、
「マグニチュード」
と
「震度」で示されます。
「マグニチ

地震に備える

［地震を電球に例えると］
震源＝光源

ワット数＝マグニチュード

ュード」は、地震のエネルギーの大きさ
（規模）
を表す単位で、
「震度」は、
それぞれの場所での地震の揺れの強さを表すものです。
「マグニチュー
ド」
と
「震度」の関係は、例えば、
マグニチュードの小さい地震でも震源か
らの距離が近いと地面は大きく揺れ、
「震度」は大きくなります。また、
マ
グニチュードが大きな地震でも震源からの距離が遠いと地面はあまり揺
れず、
「震度」は小さくなります。また、地盤の質の違いによっても震度の
大きさは、左右されます。

■地震の震度階級と被害の想定

0

4

［震度0］
人は揺れを
感じない。

暗い

明るい

暗い

震度：小

震度：大

震度：小

（気象庁震度階級関連解説表より）

1

［震度4］
●ほとんどの人が驚く。

［震度1］
屋内で静止
している人
で 、わ ず か
に揺れを感
じる人がい
る。

2

［震度2］
屋内で静止
している大
半の人が揺
れを感じ
る。

6弱

3

［震度3］
屋内にいる
ほとんどの
人が揺れを
感じる。

［震度6弱］
●立って い ること が 困 難 に
なる。

●電灯などのつり下げ物
は大きく揺れる。

●固定していない家具の大半
が移動し、倒れるものもあ
る。
ドアが開かなくなること
がある。

●座りの悪い置物が、倒
れることがある。

●壁のタイルや窓ガラスが破
損、落下することがある。

5弱

耐震性が低い

［震度5弱］
●恐怖感を覚え、物につ
かまりたいと感じる。
●棚にある食器類や本
が落ちることがある。

耐震性が高い

6強

●耐震性の低い木造建物
は、傾いたり、倒れること
がある。

［震度6強］
●はわないと動くことが出来な
い。飛ばされることもある。

●固定していない家具が
移動することがある。

●固定していない家具のほと
んどが移動し、倒れるもの
が多くなる。
●耐震性の低い木造建物は、
傾くものや、倒れるものが
多くなる。

5強

［震度5強］
●物につかまらないと歩
くことが難しい。
●棚にある食器類や本で
落ちるものが多くなる。

耐震性が低い

耐震性が高い

7

●大きな地割れが生じたり、大
規模な地すべりや山体の崩
壊が発生することがある。

［震度7］
●耐震性の低い木造建物は、
傾くものや、倒れるものが
さらに多くなる。

●固定していない家具
が倒れることがある。

●耐震性の高い木造建物で
も、まれに傾くことがある。

●補強されていないブロ
ック塀が崩れることが
ある。
耐震性が低い

耐震性が高い

●耐震性の低い鉄筋コンクー
リート造の建物では、倒れ
るものが多くなる。
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2 津波災害への備え
■津波について
津波とは、主に海底で発生する地震に伴
う海底地盤の隆起・沈降などにより、その
周辺の海水が上下に変動することで引き起
こされます。

■福岡市における津波のおそれについて
（１）過去の記録
福岡県の被害地震としては、西暦679年に福岡県筑後地方で発生した筑紫大地震以降の記録が残っています
が、1300年を超える記録の中で、福岡市において被害をこうむる津波は発生していません。
地震名称（

）発生年月日

マグニチュード

最大震度

日本海中部地震（Ｓ58.5）

7.7

5（秋田県）

北海道南西沖地震（H5.7）

7.8

5（北海道、青森県）

チリ中部沿岸地震（H22.2）

8.8

−

東日本大震災（H23.3）

9.0

7（宮城県）

博多港津波（国内最大値）
10cm(194cm)
7cm(350cm以上)
19cm(128cm)
32cm(930cm以上)

（２）福岡県や国における想定
福岡県や国が行った津波の想定によると、福岡市に津波をもたらす波源の断層は３箇所あります。
①対馬海峡東の断層

②菊川断層

③西山断層

菊川断層
西山断層
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想定される津波
断層名

津波到達時間 最短値（分）

想定最大津波高（ｍ）

①対馬海峡東の断層

96

2.15

②菊川断層

55

1.7

③西山断層

8

1.5

※各データの引用元
①：『津波に関する防災アセスメント調査報告書』
（福岡県 H25.5月公表）
②、③：『日本海における大規模地震に関する調査検討会報告書』
（国 H26.8月公表）

■津波から身を守るために
日頃の備え
①津波による浸水のおそれがある範囲を事前に確認しておく。
②津波が発生した時に逃げ込める高い建物や高台などの場所を確認しておく。
③海辺に行くときは、ラジオや携帯電話など津波注意報などの情報を入手できるようにしておく。

避難の心得
①津波注意報が発表された際は、速やかに海岸や河口から離れ、津波警報が発表された際には、高台や高い建物に
速やかに避難する。
②津波は時間をおいて繰り返し発生するため、一度収まっても油断しないようにする。
③津波は、海岸だけでなく、川を遡上（逆流）して川岸にも押し寄せてくるので、川からも速やかに離れましょう。

■気象台が発表する津波注意報・警報の発表基準
予想される津波の高さ
︵特別警報︶
大津波警報

数値での発表（発表基準）

巨大地震の
場合の表現

１０ｍ超
（10ｍ＜高さ）
１０ｍ
（5ｍ＜高さ≦10ｍ）

巨大

５ｍ
（3ｍ＜高さ≦5ｍ）

津波警報

３ｍ
（1ｍ＜高さ≦3ｍ）

津波注意報

１ｍ
（20cｍ＜高さ≦1ｍ）

高い

とるべき行動

想定される被害

沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高
台や避難ビルなど安全な場所へ避難して
ください。津 波は繰り返し襲ってくるの
で、津波警報が解除されるまで安全な場
所から離れないでください。

木造家屋は全壊・流失し、
人は津波による流れに巻き
込まれる。

ここなら安 全と思わず、より高い場所を
目指して避難しましょう！

海の中にいる人は、ただちに海から上が
って、海岸から離れてください。津波注意
(標記しない）
報が解除されるまで海に入ったり海岸に
近づいたりしないでください。

標高の低いところでは津波
が襲い、浸水被害が発生す
る。人は津波による流れに
巻き込まれる。
海 の 中 で は人 は速 い 流 れ
に巻き込まれる。
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3 警固断層帯を震源とした地震とは
日頃からの備えと十分な対策を行う上で、実際に地震が起こった際に、どのような被害が発生するのかを事
前にイメージすることが大切です。
平成19年3月に政府の地震調査研究推進本部より警固断層帯の長期評価が、また、平成24年3月には、福
岡県から警固断層帯を震源とする地震の被害想定が公表されています。
また、福岡市では、福岡県から公表された被害想定を基に、警固断層帯南東部を震源とした地震が発生した場
合に、福岡市域がどのくらい揺れるのかを強さ別に色分けして分かりやすくした地図（揺れやすさマップ）を作成
しています。自分のお住まいの地域の震度を確認し、自分にどのような被害が及ぶのかイメージして下さい。

■警固断層帯の長期評価

（地震調査研究推進本部地震調査委員会による長期評価報告）

地震調査研究推進本部地震調査委員会（事務局：文部科学省地震・防災研究課）において、平成19年3月に警固断
層帯の長期評価が、また平成24年3月には福岡県から警固断層帯を震源とする地震の被害想定が公表されました。
この長期評価によると、警固断層帯は、平成17年の福岡県西方沖の地震（M7.0）震源域にあたる「北西部」と警固
断層にあたる「南東部」の2つの区間に分けられ、断層の長さは、全体で約55kmです。このうち南東部は、博多湾内
にのびる部分を含め、従来から知られていた陸域部分と併せて警固断層としています。南東部が活動した場合は、
マグ
ニチュード7.2程度の地震が発生すると考えられ、今後、30年以内にこのような地震（M7.2程度）が発生する確率
は、0.3〜6％で、我が国の主な活断層の中では高いグループに属するといわれています。

長期評価の内容（抜粋）
項

目

北西部（海域）

断層の長さ

約25ｋm

約27ｋm

最新活動時期

平成17年3月20日

約3,400〜4,300年前

活動間隔

不明

約3,100〜5,500年

活動規模

M7.0程度

M7.2程度

活動予測（30年）

不明（低い）

0.3〜6％

警固断層帯の位置と主な調査地点
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南東部（陸域）
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■本市における地震の想定条件
震

源

地

警固断層帯南東部

時

期

等

冬期の夕刻（18時）、風速4m/s

地震の規模

マグニチュード7.2

震源の深さ

10キロ

市内の震度分布

4〜6強

■警固断層帯南東部による地震被害想定
項
全壊

木

（福岡県公表）

目

造

1,932〜3,926

非木造

245〜597

半壊

建物被害︵棟︶

計
木

2,177〜4,523
造

1,658〜2,559

非木造

461〜915

計
木

2,119〜3,474
造

3,590〜6,485

非木造

706〜1,512

計

4,296〜7,997

ライフライン

上水道（箇所）

503〜1,024

下水道（箇所）

192〜569

都市ガス管（箇所）

56〜15 8

配電柱（本）

21〜54

電話柱（本）

27〜66

港湾係留施設（km）

35

火災

炎上火災（件数）

10〜20

延焼焼失（棟数）

1〜3

死
人的被害

者（人）

193〜45 8

負傷者（人）

2,030〜3,171

要救出者数（人）

2,113〜4,460

要後方医療搬送者数（人）
避難者数（人）
※

市内総計

平成24年３月福岡県地震に関する防災アセスメント調査報告書

203〜317
12,065〜25,072
警固断層（南東部）の被害想定（中央下部）より。

■想定される帰宅困難者数
①想定
警固断層帯南東部を震源とする地震により公共交通機等が遮断された場合
②帰宅困難者数
最大約19万人（福岡市域）
③寄る辺のない帰宅困難者数
天神地区……最大約20,500人
博多駅地区…最大約17,500人
※寄る辺のない帰宅困難者…職場・学校などに滞在可能な通勤・通学者を除いた帰宅困難者
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■福岡県西方沖地震の概要及び被害状況
① 地震の概要
区
震

30kmの玄界灘海底から深さ約9kmの

平成17年3月20日10時53分頃の地震

分
源

※この地震の震源地は、福岡市の北西約

内

地層であり、九州地方から関東地方の一

容

部にかけて震度1〜6弱を観測した。

福岡県西方沖

地

また長さ30km、幅20km程の範囲に

震源の深さ

約9km

規

模

マグニチュード7.0

津

波

10時57分津波注意報発表、12時解除

渡り、断層が北西と南東の方向にずれを
もたらしたが、横ずれ型であったため海
底の盛り上がりがなく、津波は発生しな

震度6弱：東区、中央区
市内の震度

かった。

震度5強：早良区、西区

最も被害が大きかった玄界島では、震度

震度5弱：博多区、南区、城南区

6弱〜7と推定された。

② 人的被害
被害区分
死

単位：人

全

市

東

区

博多区

中央区

南

区

城南区

早良区

西区

（玄界島除く）

玄界島

者

1

0

1

0

0

0

0

0

0

負傷者

164

25

13

53

12

12

8

31

10

軽傷者

874

93

150

315

68

44

86

109

9

1,039

118

164

368

80

56

94

140

19

区

博多区

中央区

区

城南区

早良区

141

6

9

9

1

0

2

7

107

8

4

1

1

0

0

0

1

1

315

52

42

66

5

0

27

78

45

一部損壊

4,756

1,315

334

494

69

176

462

1,845

61

計

5,220

1,377

386

570

75

176

491

1,931

214

計
③ 住家被害
被害区分
全

壊

大規模半壊
半

壊

全

市

東

福岡県西方沖地震で被災した玄界島の家屋（平成17年3月）
08

南

西区

（玄界島除く）

福岡県西方沖地震の影響で窓ガラスが割れた福ビル
（平成17年3月）

玄界島
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4 地震から自分の身を守る
地震による災害を軽減するためには、地震が起きたときにどのように行動するかを、あらかじめ知っておく
ことや、考えておくことが重要となります。

■地震発生時の行動マニュアル
（発生から3日間）

グラッときたら（地震発生0分〜3分）

まずは、自分の身を守りましょう。
（ 程度でおさまります（
大きな揺れは1分

●机などの下に入る。
●クッション、雑誌などで頭を保護する。
●家具、冷蔵庫などから離れる。

大きな揺れがおさまったら（地震発生3分〜5分）

素早い消火で火災発生を阻止しましょう。
ただし、大きな地震の場合は、身の安全を守ることが最優先となります。
●台所やストーブなど火の始末をしましょう。
●やむを得ず避難をするときは、ブレーカーやガスの元栓を切って行きましょう。
［通電火災防止］
消火のチャンスは、3度あります。
小さな揺れを感じたとき

大きな揺れが治まったとき

出火したとき

火の始末のあと（地震発生5分〜10分）

家族の身の安全を確認し、災害情報、避難情報などを入手しましょう。
また、余震への注意も必要です。
●わが家の安全確保
●災害情報、避難情報の入手
●避難のための出口の確保
●ガラスや転倒家具の注意

外に出たあと（地震発生10分〜半日）

みんなで協力して、隣近所の安否確認、救出・救助を行いましょう
●倒壊家屋や転倒家具の下敷きになっている人の救出・救助
●火災発生時の消火活動
●けが人の救護

避難後数日間（地震発生半日〜3日）

2〜3日は自分でしのぎましょう。
地震発生後の数日間は、水道、電気、ガス等のライフラインをはじめ、水、食料等の供給が途絶えることが予想
されます。そのため、2〜3日間は、自分でしのげるように、生活必需品を備えておくことが重要です。
避難勧告が出た場合は、隣近所と協力して、要援護者を優先して、指定された近くの避難所へ避難しましょう。ま
た、周囲の危険度を判断して、自主避難することも必要です。
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家の中では

地震発生
その1

身の安全を守る
●テーブルや机などの下に入る。
●座布団など手近な物で頭を守る。
●冷蔵庫、食器棚、家具類から離れる。
●乳幼児や高齢者を守る。
●避難は「火の始末をしてから」

●大きな揺れの時、天ぷら油の火を消すのは、危険。
揺れがおさまってきてから、火の始末を行う。
●ガス漏れがないか確認。
●出火がないか確認。
●電熱器具のコンセントを抜く。

出口を確保する

あわてて外に飛び出さない

●家の中に閉じこめられないように、玄関などの
ドアや窓を開けて、出口を確保する。

●あわてて外に出ると、屋 根 からの 落 下物、ブ
ロック塀の倒壊、自動販売機などの転倒などに
より、けがをする場合があります。

正しい情報を聞く

余震に注意する

●テレビ、ラジオなどの情報をよく聞く。

10

すばやく火の始末を

●大きな地震の後には、余震発生の可能性があ
るので、十分に注意する。

第1章
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中高層住宅では

地震発生
その2

出口を確保する

避難路を確保する

●中高層住宅では、すばやく玄関のドアを開けて
出口を確保する。
●余震の大揺れもあるので、ドアを開けたままに
しておく。

●ベランダの避難用の「ハッチ（非常出口）」
「仕切
り板」
「昇降口」
「非常階段」など、避難経路の安
全を確認する。

エレベーター使用の注意
●エレベーターに乗っていたら、ボタンを全部押
して、停止した階で降りる。扉が開かない場合
は、非常ボタンを押し（押し続けるタイプもあり
ます）
「呼び出し装置」で連絡し、救助を待つ。
、
避難する時は、絶対にエレベーターを使用しな
いで階段を利用する。その際、火災が発生すれ
ば階段は煙の通り道になりやすいので、十分注
意する。

屋外では

地震発生
その3

街頭では
ビルなど壁面や軒下から素早く離れる。
●落下物を避けて、
●自動販売機から素早く離れる。
●ブロック塀や門柱などから離れる。
●物につかまらない。
●ビルの内側、
街路樹などの下へ避難する。

地下街では
●停電しても非常灯が点くので、壁伝いに出口階
段に達することができる。
●煙がたちこめてきた場合は、
ハンカチなどで、口、
鼻を覆って進み、煙が増えてきたら姿勢をできる
だけ低くし、這って進む。

人が集まるところでは（映画館、デパートなど）

車を運転しているとき

●階段や非常口を目指して走り寄らない。
また、階
段に殺到する人に巻き込まれないようにする。
●ガラスや陳列棚から素早く離れ、落下物から頭を
守って、
その場で様子を見る。
●場内放送や係員の指示をよく聞き、従う。

●大きな揺れや衝撃などを感じても急ブレーキを
かけないで、
静かに停車するように努める。
●左端に停車する。
●カーラジオで情報を入手する。
●車を残して、その場を離れるときは、キーを車に
付けたまま。

海岸で地震を感じたとき
●海岸で地震を感じたり、潮が急に沖に引きはじ
めたときは、高台や高所に急いで避難する。高
台が近くにない場合は、内陸を目指して海から
遠ざかる。

山間地で地震を感じたとき
●崖地、傾斜地から離れる。河原や中州にいる場合
は、高台に移動する。
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■地震から身を守る 地震対策10カ条
地震は、
風水害と違って突然起こる恐ろしいもの。あわてず落ち着いて行動することが安全のための第一歩。
被害を最小限に止めるためには、普段の心構えと準備が大切です。

ポイント

1

まず自身の
安全を確保。

ポイント

山崩れ、崖崩れ、
津波に注意。

テーブルや机の下に身をかく

危険のある地域では早めに避

し、家具など倒れやすいものは

難し、救助員の指示に従って

転倒防止をしておきましょう。

行動しましょう。

ポイント

2

火の始末は
素早く確実に。

ポイント

7

避難は徒歩で、
荷物は最小限に！

使用中の火は、確実に消しま

非常持出品は、日頃からリュッ

しょう。

クなどに入れて一つにまとめて

ガスの元栓、
コンセントなど落

おき、避難時はエレベーターや

ち着いて処理して下さい。

自動車は使用しないで下さい。

ポイント

3

戸を開けて
出口を確保。

ポイント

8

塀ぎわ、
崖、
川、狭い路地
などには近づかない。

避難口を確保するため出口は

避難時には、ブロック・門柱・

必ず開けておきましょう。特に

自動販 売 機 など倒れやすい

マンションなど中高層住宅で

も のに近 づかないよう注 意

は重要。確実に行いましょう。

しましょう。

ポイント

4

火が出たら
すぐ消火！

消火器の備えやチェックはも

ポイント

9

正しい情報のもとに
慎重に落ち着いて行動。

携帯ラジオを備えておき、
デマや噂に惑

ちろん、日頃から消火訓練を

わされないよう、常に正しい情報のもと

行っておきましょう。

に行動しましょう。

ポイント

5

懐中電灯は
必ず身の回りに！

夜間などの停電や遭難に備え

ポイント

10

避難時は、みんなで
協力して助け合う。

お年寄りや身体の不自由な人、ケガ人

て、身の回りの要所要所に懐

などに声をかけ、みんなで助け合いまし

中電灯を備えておきましょう。

ょう。初期消火などもみんなが協力して
行いましょう。
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5 帰宅困難者の心得
■帰宅困難者とは
帰宅困難者とは、通勤、通学、ショッピングや行楽など、出先において、地
震などの大規模災害に、突然見舞われ、バス、電車、地下鉄などの公共交通
機関が途絶し、自宅へ帰ることが困難（経路が概ね20km以上）な方々を
いいます。
警固断層帯（南東部）直下型地震が発生した場合、福岡市では、最大約

どう
しよ
う

19万人の帰宅困難者が発生すると予測されています。
通常利用する交通手段が使えない場合、歩いて帰宅するためには、どう
したらいいか、
日頃から考えておくことが必要です。

■むやみに移動を開始しない
勤務先や外出先で大規模な地震が発生したら…
「家族や自宅の被害が心配。一刻でも早く家に帰りたい。」
でも、ちょっと待って。むやみに移動を開始しないでください！
大規模な地震が発生した場合、多くの人が勤務先や外出先などから一刻でも早く自宅に帰ろうとするかもしれません。
しかし、公共交通機関が止まってしまい、人々が一斉に徒歩帰宅を始めた場合、路上や鉄道の駅周辺では大混雑が
発生し、
集団転倒に巻き込まれたり、火災や沿道の建物からの落下物等により負傷する恐れがあります。

■正確な情報の収集
駅の放送やラジオ等から正しい情報を得る。
（デマにまどわされない）
天神地区及び博多駅地区においては、街頭や屋内のビジョンにより、映像と音声により避難場所等の情報が提供さ
れますので、あわてず落ち着いて、情報に従い行動しましょう。

徒歩で自宅まで帰宅することを想定して、帰宅地図を作成、帰宅ルートを確認しましょう。
その場合、道路の通行不能に備え、複数のルートを考えることも必要です。
トイレや水道水が提供されるガソリンスタンド、コンビニ等の位置を確認しましょう。

歩いて帰る
訓練

■自宅までのルートの確認を

!!

■歩いて帰る訓練を
職場や学校などから、自宅まで歩いて帰る訓練をすることにより、どのくらいの時間
がかかるか、何が必要かなど、確認することができます。

■職場に防災グッズの準備を
職場に次のものを災害時に備えて準備しましょう。
●スニーカー
●タオル

●携帯ラジオ

●懐中電灯

●地図

●防寒着

●飲料水、簡易食料

●長ズボン、長袖シャツなど
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■徒歩で帰宅する方への支援策（災害時帰宅支援ステーション）
地震などの大規模災害時に、
公共交通機関が途絶した場合、本市域内の下記の店舗では、徒歩帰宅者の支援を行います。
支援内容
●一時休憩所としての利用
●水道水及びトイレの提供
●テレビ、ラジオ等で知り得た通行可能な道路及び
地図等による道路情報
●近隣の避難場所に関する情報
店

舗

●ガソリンスタンド
（福岡県石油商業・協同組合加盟店、㈳福岡市危険物安全協会）
●コンビニエンスストア
（セブンイレブン、
デイリーヤマザキ、
ファミリーマート、
ミニストップ、am/pm、
ココストア、
ポプラ、
ローソン）
●吉野屋
●トヨペット
●モスバーガー
●ミスタードーナツ
●ロイヤルホスト

■帰宅困難者心得10カ条（東京都）
東京都の「災害時における昼間都民対策検討委員会」では、帰宅困難になっても慌てないよう、

帰宅困難者心得10か条 を次のように提言しました。
いざという時のために日頃から心がけ、実践しましょう。

〜帰宅困難者心得10か条〜
1
●
2
●
3
●
4
●
5
●
6
●
7
●
8
●
9
●
10
●

14

慌てず騒がず、状況確認
携帯ラジオをポケットに
つくっておこう帰宅地図
ロッカー開けたらスニーカー（防災グッズ）
机の中にチョコやキャラメル（簡易食糧）
事前に家族で話し合い（連絡手段・集合場所）
安否確認・ボイスメール・災害用伝言ダイヤルや遠くの親戚
歩いて帰る訓練を
季節に応じた冷暖準備（合羽・携帯懐炉・タオルなど）
声を掛け合い、助け合い
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6 家庭での地震対策
■家族の防災会議
大地震のとき、家族があわてずに行動できるように、普段から家族全員で防災会議を開き、地震災害を想定して、わ
が家の安全対策や避難の方法等を取り決めるための話し合いをしましょう。
また、非常持ち出し袋や防災用具の点検や補充をしておきましょう。

◇家族の役割分担
●救急医薬品や火気などの点検
●幼児や老人等の避難の責任
●出口の確保
●非常持出袋の点検

◇わが家の危険個所のチェック
●家の中の安全点検を行い、不備があれば補強する。
（家具類の転倒防止等）
●家まわりのブロック塀等の危険個所の点検

◇緊急連絡方法の確認
●家族が離ればなれになったときの連絡方法を確認しておく。

◇家族の安否の確認方法
●近所の避難所を確認する。
また、避難経路は、複数決めておき、家族で確認を行う。

■食料・飲料水等の準備
地震などの大規模災害が発生した際には、輸送活動に大きな障害が生ずることにより、食料品や生活に必要な物資
などが入手できない状況が考えられます。
また、病院の建物自体の被災や負傷者が大量に発生することなどから、けがをしても病院ですぐに治療することも
できない場合もあります。
このため、公的機関による救援活動が受けられるまでの間、各家庭では、家族構成などを考慮し、食料・飲料水を
備えておくとともに、医薬品や非常持出品も準備しておきましょう。
（非常持出品等、避難する時に支障とならない重
さの目安は男性15kg、女性10kg程度です。）

各家庭で準備する物
●食

料 3食3日分を各家庭で準備する。
主食：アルファ米、レトルト食品、
インスタント食品など
副食：缶詰、
びん詰め、佃煮、漬け物など
乳幼児や子どものため、粉ミルク、
おやつなどを準備するとともに、
ア
レルギー対応の食料、ミルクなど
が必要な方は、
個別に準備する。

●飲

料

水 1人1日3リットルを（無理なく持てる範囲で）目
安に3日分を準備する。生活用水も家族の構成
人員にあわせて多めに用意。

●救急医薬品 包帯、
ばんそうこう、滅菌ガーゼ、三角巾、
体温計、
はさみ、
常備薬など
●非常持出品 携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池、衣類、
タオルなど
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■建築物の耐震対策
地震による被害を軽減させるためには、住宅の耐震化が重要となります。平成7年1月の阪神・淡路大震災では、家
屋の倒壊が原因により、8割以上の方が亡くなられています。また、ケガをした方の半数近くは、家具の転倒によるも
のであり、この地震により、建物の倒壊に対する危機意識は、高まりました。
しかしながら、建物の耐震化については、住民の方の地震被害、耐震化への意識が低いことや経費の面などから、
具体的な行動に直結していないというのが現状です。

家具などの転倒・落下防止
タンスや食器棚などの転倒による被害を防ぐた
め、動かないようにあらかじめ固定しておきまし
ょう。倒れた家具は、屋外へ避難する場合の障害
にもなりますので、避難経路沿いにはなるべく物
を置かないようにしましょう。

家具類は倒れないようにトメ金などで固定し、食器棚な
どのガラスには、飛散防止用フィルムを貼りましょう。

建築物の耐震診断及び耐震改修
建築物の耐震化を促進するためには、
まず、建築物
の所有者等が、
自らの問題、地域の問題として意識
し、取り組むことが不可欠です。
福岡市は、
こうした所有者等の取り組みをできる限
り支援する観点から、所有者等にとって耐震診断・
耐震改修を行いやすい環境の整備や負担軽減の
ための制度の構築など必要な施策を講じ、耐震対

耐震化の支援策
●出前講座
●木造戸建住宅
耐震診断アドバイザー派遣（福岡県が実施）
住宅耐震改修工事費補助事業
木造戸建住宅耐震建替費補助事業

●共同住宅

策実施の阻害要因となっている課題を解決してい

共同住宅耐震予備診断事業

くことを基本的な取り組み方針としています。

共同住宅耐震診断費補助事業
住宅耐震改修工事費補助事業

●病

院

病院の耐震診断費補助事業

●コンクリートブロック塀
危険なブロック塀等除去費補助事業
〔問い合せ先〕
住宅都市局建築物安全推進課
電話 711−4580

●危険なブロック塀の生垣化助成
〔問い合せ先〕
住宅都市局みどり推進課
電話 711−4424
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7 避難するときは
地震が起こっても、自宅やその周辺に火災の心配がなく、また、建物もしっかりしているなら避難する必要
はありません。余震に注意するとともに、テレビ、
ラジオなどからの情報を聞くようにしましょう。

■避難が必要な場合
火災が広がったり、建物が倒壊する恐れがあるなど、危険が身近に
迫ったときや災害対策本部からの避難勧告・指示が発表されたとき
など、避難が必要な場合は、速やかに避難しましょう。

■避難の方法
●家族や隣近所の人と声を掛け合って、
できるだけ集まって行動しましょう。
●近所に助けを必要としている人（要援護者等）
がいるときは、みんなで協
力して、
救助に努めましょう。
●避難するときは、
徒歩で。
（自動車は、使用しないこと）
●服装は、
長袖、
長ズボンで、靴はかかとの低い歩きやすい靴をはく。
●両手を自由にするため、荷物は、
リュックなどで背負いましょう。
●火災を防ぐため、
必ずブレーカーを切りましょう。

■どこに避難するか
家の近くの公園、
グラウンド、空き地などの安全な場所へ一時的に避難して下さい。
その後、
周囲の状況、安全等を確認し、市が指定する「地区避難場所」へ移動して下さい。
「地区避難場所」においても、火災の延焼、爆発の恐れ等の危険が迫ったときは、
「広域避難場所」へ移動しなければ
なりません。なお、地震、火災等により、住宅が破損して生活することができない場合、または、火災等の危険が継続す
る場合は、
「一時避難所」や「収容避難所」に避難して下さい。

■福岡市が指定する避難所・避難場所
福岡市では、
次のとおり、災害時の避難所、避難場所を指定しています。
自分が住んでいる地域の避難所・避難場所を確認し、避難経路についても家族で話し合いましょう。

避難所
●一時避難所

避難場所
●地区避難場所

災害により自宅で生活ができなくなった被災者を収容

災害発生時に、家屋の倒壊、地盤の崩壊、火災の発生等

し、一時的に生活の場を提供する施設で、比較的軽微の災

の危険を避けるための場所で、住民が容易に避難できる

害時に優先して開設。

至近距離にある場所。

公民館、各会館、市民センター、市・区体育館などを指定し

小・中学校のグラウンド、
公園などを指定しています。

ています。

●収容避難所
災害により自宅で生活ができなくなった被災者を収容

●広域避難場所
大 火 災の 発 生、危 険 物 の 爆 発 の 恐れがあるときなど
に、地区避難場所からさらに避難するより安全な場所。概

し、一時的に生活の場を提供する施設で、比較的大規模な

ね区内又は、
隣接する区の間での距離を想定する。

災害時において、
多数の被災者が発生したときに開設。

海の中道海浜公園、舞鶴公園などの大規模な公園などを

小・中学校（体育館、講堂）
などを指定しています。

指定しています。
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8 ライフライン
ライフラインとは、水道、電気、ガス、通信などのネットワークシステムで、わたしたちの生活の基盤を支えて
います。
地震などの災害などでこれらの機能が停止すると市民生活に大きな影響をおよぼします。

電

気

■電気製品のスイッチを切り、コンセントからプラグを抜く

地震でグラッときたら使用中の電気製品のスイッチを必ず切るようにしましょう。
停電後に電気が復旧した場合、過熱や屋内配線のショートなどにより、火災が発

生する場合があります。
阪神・淡路大震災では、地震によって一旦停電していた電気が再通電した後、電
気製品が原因となって火災になる「通電火災」が、
多く発生しています。
特に、アイロン、ドライヤー、トースターなどの熱器具は、必ずスイッチを切り、コ
ンセントからプラグを抜くようにしましょう

■通電火災に注意！

避難する際には、
必ずブレーカーを落とすことが「通電火災」を防ぎます。
日頃からブレーカーの位置を確認しましょう。

■切れた電線は絶対にさわらないこと

地震により電柱が倒れたり、電線が切れる場合もあります。このような場合に

は、すぐに電力会社へ連絡しましょう。

ガ

ス

■ガスの元栓をしっかり閉める

震度5弱以上の揺れを感知すると、ほとんどの場合、マイコンメーターが作動し、

ガスの供給を自動的にストップします。
ガスの臭いがしたら、ガスの元栓をしっかり閉め、窓を開けて換気をしましょう。

水

道

地震の影響で水道管の破損等により水道が断水すると、飲用だけでなく、水洗
トイレが使用できなくなります。
日頃から、
風呂の残り湯をくみ置きしておく習慣をつけておくことも必要です。
また、非常用の飲用水として、1人あたり、1日3リットルを3日分備蓄しておくこ
とも必要です。
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第2章 風水害に備える
台風や豪雨の威力は、計り知れない反面、事前の対策次第で被害を最小限に抑えることも可能です。
いざというときに備え、家庭はもちろん、
まちぐるみで日頃から対策を取るようにしましょう。被災後の
復旧にも地域の協力体制は欠かせません。

1 集中豪雨への備え
■集中豪雨とは
短時間の内に狭い地域に集中して降る大雨を集中豪雨と呼んで
います。非常に激しい雨が何時間も同じ場所に降り続くと、大きな
災害となります。集中豪雨が起きたときは、素早く行動することが大
切であり、
自らの身を守るため、
日頃からの準備が重要となります。

■どのようなときに発生するのか

●日本付近に前線が停滞しているとき（特に梅雨の終わり頃）
●台風が日本へ近づいているときや上陸しているとき
●大気の不安定な状態が続き、次々と雷雲が発生するとき

ワンポイントアドバイス

−河川のことをよく知ろう！急激な増水に注意−
近年、地球温暖化などによる影響により局地的な大
雨や集中豪雨の発生により、全国各地で水難事故や
浸水被害が発生しています。
平成20年7月28日には、神戸市灘区の都賀川で
集中豪雨による急激な増水により児童を含む5人が
逃げ遅れて死亡するという痛ましい事故が発生してい
ます。
河川を利用する場合、
次の点に注意しましょう。

1 川に行く前に

2 川に着いたら

■集中豪雨が起きると

●河川が急に増水したり、はん濫したりします。
●家屋が浸水したり、
道路が冠水したりします。
●土砂崩れや崖崩れが発生したりします。
●地下街や地下室へ水が流れ込んだりします。

■日頃からの集中豪雨への備え

●自分が住んでいる地域で、過去に水害や土砂災害の被害の有
無を確認しましょう。
●避難するときの避難経路や避難所を事前に確認しておくこと
が重要です。
（ 浸水想定避難図で浸水すると予想される地域
や深さなどが確認できます。）
●気象情報に注意し、大雨警報や洪水警報が発表されたら避難
の準備をして下さい。

必 ず 天 気や川 の 情 報をチェ
ックしましょう。急な雨で、川
が増水することもあります

3 こんな場所は

急な増水に注意！

川に関する看板があれば
確認しましょう。

4 こんなときは
すぐに避難！

１.「急に真っ黒な雲が近づい
てきた」、
「 雷 鳴が聞こえ
る」、
「稲光が見えた」
とき。
河原は、増水時には川底にな
ります。特に中 州にい ると、
増水したら取り残されてしま
うので注意。

「水
２.「水かさが増えてきた」、
が濁ってきた」、
「 流木や落
ち葉が流れてきた」
とき。
３.サイレンの 音が 聞こえる
とき。

福岡市でも平成20年８月８日の集中豪雨により，樋井川の田島橋で急激に川の水位が上昇しております。
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2 都市型水害ヘの注意
■都市型水害とは
都市型水害とは、都市構造により起こる水害です。
都市部では、地表面のほとんどが、道路やコンクリートで覆われているため、降った雨水の大半が側溝や下水道、川に
集中して流れ込みます。
そのため一気に水量が増し、川は普段とは異なる形相を見せます。
また、下水の処理能力を超えた水が地上にあふれたり、低地では下水が逆流してマンホールや家庭内の排水管から
あふれ出たりします。
雨水で道路が川のようになるなどの被害が出ることもあります。

道路一面が冠水した博多駅地区（平成15年7月19日）

博多駅周辺の道路冠水の様子（平成１５年７月１９日）

■福岡市での都市型水害の発生
福岡市では、平成11年6月29日、御笠川流域や市内各所で記録的な豪雨（1時間最大雨量79.5）となり、浸水被害が
発生しました。また、平成15年7月19日の市内各所の雨量は、1時間20でしたが、御笠川上流の太宰府市では、1時間
最大雨量104という観測史上最大の記録的な豪雨となり、浸水被害が発生しました。
特に博多駅周辺では、地下空間に雨水が流入し、地下鉄が不通になるなど交通機関の混乱を招きました。

博多駅地下街への雨水の流入（平成11年6月29日）
20

博多駅地下街の様子（平成15年7月19日）
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− 簡単な浸水防止法 −

土のう等を積んで、浸水防止することか望まれます。
水量が急速に増えるため、早めの対処が必要です。また、大雨の時は、洗濯や風呂の排水を一時控えるなど、下水の
処理能力を高めるための協力が必要となります。

◇簡易水防工法の例

これらの簡易水防工法は、あくまで小規模水災で水深の浅い初期の段階で行うものであり、避難の時期を失わない

ことが大切です。
例1

ごみ袋による簡易水のう工法

例2

家庭用のごみ袋に水を入れ、土のうの代替として使用します。

ポリタンクとレジャーシートによる工法

10リットル又は20リットルの

搬送がしやすいように、40リットル程度の容量のごみ袋を二

ポリタンクに水を入れレジャ

重にして、中に半分程度の水を入れて、すき間なく並べます。

ーシートで巻き込み、連結して

ダンボールに入れて連結すれば、強度が増します。

使用します。

例3

プランターとレジャーシートによる工法

土を入れたプランターをレジ
ャーシートで巻き込み、連結し
て使用します。

例4

止水板による工法

出入口を長めの板などを使用
し、浸水を防ぎます。

■豪雨の時は、地下室は危険
■地下が冠水すると一気に ■地下室では外の様子が
水が流れ込んできます。
わかりません。

換 気口、採光窓など、思わぬ
ところから入ってくることが
あります。

普段から危険性を把握して、
気象情報への注意が必要
です。

− 早めの避難を −

■浸水すると
電灯が消えます。

エレベーターは使えません。

■水圧でドアは
開きません。

避 難する時期を失わないこ
とが大切です。

浸水のため地下室で
水死する痛ましい事故も
起こっています。
福岡市博多区周辺 のオフィス街
が冠水。ビルの地下1階で逃げ遅
れて水死する事故がありました。
駐車場の入り口などから水が急激
に流入。
「逃げられないかもしれな
い」
と電話した直後に悲鳴がして、
連絡が途絶えました。東京都新宿
区では低地の住宅地が冠水。地下
室にエレベ ーターで様 子を見に
行った住居者が、水没した地下室
に閉じ込められて死亡しました。
地下室には外階段もありましたが、
水圧でドアが開かず、エレベータ
ーも濡れて動かなくなりました。
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■大雨情報をキャッチしたら、わが家でこんな安全対策を
①ラジオやテレビなどで気象情報には、くれぐれも注
意する。
②市や防災関係機関の広報をよくきいておく。
③停電に備え懐中電灯や携帯ラジオを用意する。
④非常持出品を準備しておく。

⑤外出からは早く帰宅し、勤務先の家族と連絡を取り、非
常時に備える。
⑥浸水に備えて、家財道具は、安全な場所へ。
⑦飲料水や食料を確保しておく。
⑧危険な土地では、いつでも避難できるよう準備する。

■危険を感じたらすぐ避難しよう
急激な降雨のように、突発的な異常気象の場合には、市からの避難情報が間に合わないケースもあります。身の危険
を感じたら、市からの避難情報を待つことなく、安全な場所や避難所などへ自主的に避難しましょう。
。

■命を守る最低限の行動とは
危険な状況のなかでの避難はできるだけ避け、安全の確保を第一に考えます。
の余裕が
屋外に出て指定された避難所等へ移動（水平避難）することが危険と感じる場合や、その余裕が
す。
ない場合は、
自宅や隣接建物の２階以上へ避難（垂直避難）することが安全な場合もあります。

■避難するときのポイント
◇洪水のときはこうして避難 − 洪水の中を歩くときの注意 −

歩ける深さは、男性で約
70cm、女性で約50cm。
水深が腰まであるような
ら無理は禁物。高所で救
助を待ちましょう。

水 面 下にはどんな危 険
が 潜 んで い るか 分から
ないので、長い棒を杖代
わりにして 安 全を 確 認
しながら歩きます。

裸足、
長靴は禁物。
ひ もでし めら れる 運 動
靴が良いでしょう。

はぐ れ な い ように お互
い の 身 体をロープ で結
んで避 難しましょう。特
に子 供 から目を 離 さ な
いように！

お 年寄りや身 体 の 不自
由な人などは背負い、幼
児は浮き袋、乳児はベビ
ーバ スを 利 用して 安 全
を確保して避難します。

◇早めの避難を心掛けましょう！

早めに避難することが命を守るポイントです。
まだ、
大丈夫だとは思いこまず、テレビやラジオの情報に注意して、早めの避難を心掛けましょう。
避難準備情報

避難勧告

発令時の状況

人的被害の発生する可能性が
高まった状況

人的被害の発生する可能性が
明らかに高まった状況

行

●要援護者や避難行動に時間
を要する住民等は、避難行動
を開始。

●通常の避難行動ができる住
民 等 は、避 難 所へ の 避 難 を
開始。

動

●上 記 以 外 の 住 民 等 は、家 族
等との連絡、非常用持出品の
準備等、避難準備を開始。
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避難指示
人的被害が発生した状況
●すべての住民等は、避難を直
ちに開始。
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■大雨注意報・警報の発表基準
気象庁は、大雨や強風などの気象現象によって災害が起こるおそれのあるときに「注意報」を、重大な災害が起こる
おそれのあるときに
「警報」を発表して、注意や警戒を呼びかけます。
具体的な雨量基準は以下のとおりです。
大雨注意報

洪水注意報

大雨警報

1時間雨量：40ミリ（県内共通）

洪水警報

1時間雨量：70ミリ

※雨量基準値は福岡地方の最低値を掲載しています。長雨で河川が増水した場合や土壌が緩んでいる場合は、さらに低い雨量で警報を発表する
場合があります。市町村ごとの発表基準や各指数の説明については、
以下の気象庁ホームページをご覧下さい。
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index.html

◇雨の強さと予想される被害の関係
1時間
雨量（ミリ）

予報用語※

10以上〜
20未満

やや強い雨

人への影響

屋

内

雨の音で話し声が
良く聞き取れない。
地面からの跳ね返り
で足元が濡れる。

20以上〜
30未満

屋外の様子

被害発生状況

この程度の雨でも長く続く時は、
注意が必要。
地面一面に水たまり
ができる。

側溝や下水、小さな川があふれ、
小規模の崖崩れが始まる。

強い雨

傘を差してもぬれる。
30以上〜
50未満

激しい雨
道路が川のように
なる。

50以上〜
80未満

非常に
激しい雨

山崩れ、崖崩れが起きやすくなり危険
地帯では避難の準備が必要。
都 市 では、下水管から雨 水があふれ
る。

都市部では、地下室や地下街に雨水が
流れ込むときがある。マンホールから
水が噴出する。土石流が起こりやすい。

寝ている人が半数
くらいが雨に気づく。

傘は全く役にたたな
くなる。
80以上〜

猛烈な雨

水しぶきであたり
一面が白っぽくなり、
視界が悪くなる。

雨による大規模な災害の発生するお
それが強く、
厳重な警戒が必要。

※予報用語とは、
警報・注意報・気象情報等に使用する用語のことです。
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■特別警報について
特別警報は、
「東日本大震災」における津波や、
「平成２３年台風第１２号」による豪雨、
「伊勢湾台風」による高潮のよ
うな、警報の発表基準をはるかに超える異常な現象が予想され、重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合に気
象庁より発表されます。

◇特別警報の発表基準一覧
現象の種類

特別警報の発表基準

大雨

気

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しくは、数十年に一度の
地面現象 強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予想される場合
(土砂災害)

象

暴風

等

高潮

数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気
圧により

波浪
暴風雪
大雪

暴風が吹くと予想されるとき
高潮になると予想されるとき
高波になると予想されるとき

数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想される場合
数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合

地
象

震度６弱以上の大きさの地震動が予想される場合

地震動
火山現象

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合

津波

高いところで３メートルを超える津波が予想される場合

◇特別警報発表事例
平成２５年９月１６日台風１８号による大雨特別警報〔発表地域

京都・滋賀・福井〕をはじめ、これまで数回の発表実

績があります。

■積乱雲による雷について
・稲妻は光で伝わり音速で到達します。
・雷鳴は音速で伝わる為、稲妻より遅れて到達します。
・発現地点までの距離が近く、激しいときは落雷の危険性があります。
・雷の激しいときは、
テレビ等のコンセントを抜き、パソコンには特に注意してください。
・豪雨があるかも分かりませんので、雨の降り方に十分注意してください。
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3 台風への備え
台風とは、日付変更線（東経180度）より西、東経100度より東の太平
洋、南シナ海で生まれた熱帯低気圧のうち、中心付近の最大風速（10分
間平均）
が17.2m/s以上のものを台風と呼びます。
台風は、7月から10月にかけて多く発 生しますが、年平均 約26個
（1981〜2010年の30年間平均）が発生し、そのうち約3個が日本に
上陸しています。
また、上陸しなくても平均で約11個の台風が日本から300km以内に
接近しています。
台風による雨や風は、進路により、想像以上の被害をもたらしますの
で、事前の十分な対策を取ることが必要です。
◆台風の大きさ
階級

気象庁が発表する台風情報の例

◆台風の強さ

風速15m/s以上の強風域の半径

（表現なし） 500km未満
大型

500km以上

超大型

800km以上

階級

中心付近の最大風速

（表現なし） 17m/s以上
800km未満

33m/s未満

強い

33m/s以上

44m/s未満

非常に強い

44m/s以上

54m/s未満

猛烈な

54m/s以上

気象庁ホームページでは、
「ホーム」のページの「防災気
象情報」
で
「台風情報」
をクリ
ックすると、台風に関する情
報を見ることができます。

■台風の大きさと強さ
台風のおおよその勢力を示す目安として、下記のように風速（10分間平均）をもとに台風の「大きさ」と「強さ」を表現
します。
「大きさ」は強風域の半径で、
「強さ」は「最大風速」で区分しています。台風予報では、この2つを組み合わせて、
「大型で強い台風」というような表現を行います。
暴風域

風速（10分間平均）
が25m/s以上の暴風が吹いているか、地形の影響などがない場合に吹く可能性のある範囲。

強風域

風速（10分間平均）
が15m/s以上の強い風が吹いているか、地形の影響などがない場合に吹く可能性のある範囲。

予報円

台風の中心が予想時刻に到達すると予想される範囲。予報円の中に台風の中心が入る確率は、70％です。

暴風警戒域

台風の中心が予報円内に進んだ場合に72時間先までに暴風域に入るおそれのある範囲全体を示しています。

■家庭での風水害対策
台風や豪雨の到来は予測できるからと安易に考えてはいけません。情報をしっかりと入手し、家庭で、次のよう
な対策を立てることが重要です。

◇屋内での対策
❶情報を聞いて備えを早めに

❷台風が接近しているときは

●停電に備えて、懐中電灯や携帯ラジオの準備を
●避難に備えて、非常持ち出し品の準備を
●台風情報を注意深く聞く
●むやみに外出しない
●断水などに備えて、飲料水を確保する
●浸水などの恐れがあるところでは、家財道具や食料
品、
衣類、
寝具などの生活用品を高い場所へ移動する
●ベランダの鉢植や物干し竿など飛散の危険が高い物
は室内へ移動する

●台風情報等に注意する
気象台が発表する台風情報や警報・注意報などをテレ
ビ、
ラジオから入手する。
●危険な場所に近づかない
雨で増水した小川や側溝は境界が見えにくくなる。ま
た、崖崩れも起こりやすくなるので、
このような危険な
場所には近づかないようにする。
●台風の強い風は二段構えでやってくる
強風が弱まっても、およそ1・2時間後には、再び吹き返
しの強い風がやってくることがあるので、屋根の上に上
がったりしない。
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◇屋外での対策

− 災害に負けないための積極的な安全対策 −

大雨や強風は、私たちに何度も大きな災害をもたらしてい
ます。油断せず日頃から十分な対策をたてておきましょう。

■台風の時はこうして避難

本市では、福岡市域が台風の暴風域入りが予想される場

合には、暴風域に入る予想時刻から勘案し、市民の方が安全

アンテナの
取り付けは大丈夫？
窓ガラスのヒビ、枠の
ガタつきはないか？

瓦のズレ、ヒビ、
割れはないか？

ブロック塀に
ヒビや破損は
ないか？

雨どいに落ち葉や
土が詰まってないか？
外壁に亀裂や
浮きはないか？

に避難できる時間帯までに、公民館などを避難所として開
設しています。安全のため、避難所等に避難する場合は、福
岡市域が暴風域に入る前に、事前に避難して下さい。なお、
避難所開設情報については、福岡市防災・危機管理ホームペ

ベランダや庭に、
飛ばされるような
物はないか？

ージやケーブルテレビで情報の提供を行っています。
側溝にゴミや土砂が
詰まってないか？

■竜巻について
竜巻とは、発達した積乱雲に伴って発生する激しい渦巻きのことを言い、台風、寒冷前線、低気圧などに伴って発生し
ます。また、移動スピードが異常に早い場合もあり、短時間に狭い範囲に集中して甚大な被害をもたらします。
以下のような状況になると、竜巻の発生するような発達した積乱雲が、近づいている可能性がありますので、異変を
感じたら、早めの避難を心がけてください。
◆真っ暗い雲が近づき、周囲が急に暗くなる。

◆雷鳴が聞こえたり、雷光が見えたりする。

◆ヒヤッとした冷たい風が急に吹き出す。

◆大粒の雨や「ひょう」が降り出す。

竜巻は日本のどこでも発生します。
特に沿岸部で発生が多く確認
台風シーズンの9月に発生が最も多く確認
年間平均で約13個の竜巻（海上竜巻を除
く）
の発生を確認
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4 土砂災害への備え
■土砂災害とは
土砂災害は、台風、集中豪雨、地震などで地盤がゆるんだり、亀裂が発生することによって起きる自然災害です。
土砂災害には、主なものとして「がけ崩れ」
「土石流」
「地すべり」があり、特に地質のぜい弱な山間部、山崩れによる土
石流が直撃しやすい扇状地、地質や地形が不安定なため地盤がゆるみやすい造成地などは要注意です。

がけ崩れ

土石流

急傾斜地において、大雨や長雨な

山や谷（渓流）の土・石・木などが、

地すべり
大雨や長雨などにより、雨水が地

どにより雨水が地面にしみこみ、緩

大雨や長雨などにより、水といっしょ

面にしみこみ、水の力によって持ち

んだ がけ がとつぜん崩れ落ちる。

になって、
すごい勢いで流れてくる。

上げられた地面が広い範囲にわた
りゆっくりと動き出す。

■土砂災害に備えるには
土砂災害は、局所的、突発的に発生するなどの特徴があり、いつ、どこで発生するのか予測が難しい災害です。その
ため、土砂災害のおそれがある場所を事前に確認し、土砂災害のおそれが高まった時にどこに避難するかなど、自分が
取るべき行動について確認しておくことが大切です。
土砂災害のおそれがある場所については、福岡県が土砂災害防止法に基づき、
「土砂災害警戒区域」を指定していま
す。
（平成26年３月末時点

福岡市内1,785箇所）

■土砂災害警戒区域とは
土砂災害警戒区域は以下の２種類に区分されています。

土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）
土砂災害のおそれがある区域。
土砂災害特別警戒区域（通称：レッドゾーン）
警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に、建築物が破壊され、住民に大きな被害が
生じるおそれがある区域。
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レッドゾーンとイエローゾーンのイメージ

土砂災害警戒区域の指定基準
指定の基準は、国が全国で実際に発生した土砂災害の被害データ等を収集・分析し、下記のとおりに決められています。

土砂災害警戒区域では
・土砂災害警戒区域：危険の周知や警戒避難態勢の整備が図られます。
・土砂災害特別警戒区域：特定開発行為の制限や建築物の構造規制がなされます。
また、建築物の移転勧告がなされる
事があります。
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■土砂災害から身を守るために
お住まいの場所や近くが土砂災害警戒区域かどうか確認する。
以下の方法で、土砂災害警戒区域を確認することが出来ます。

公示図書の縦覧
[場所]

市民局防災・危機管理課（市役所7階）、各区役所総務担当課、
入部、西部出張所庶務係

福岡県砂防課ホームページ『土砂災害警戒区域図』
[URL： http://www.sabo.pref.fukuoka.lg.jp/ ]

福岡市ホームページ掲載の「福岡市内の土砂災害警戒区域等について」
[URL： http://www.city.fukuoka.lg.jp/bousai/index.html ]

気象情報等を収集・確認する。
土 砂 災 害 警 戒 情 報 ⇒福岡管区気象台と福岡県の共同発表
大雨により土砂災害の危険度が高まったときに発表されます。

土砂災害危険度情報 ⇒福岡県砂防課ホームページで公表
土砂災害の危険性を３段階で地図上に表した、土砂災害警戒情報を補足する情報です。

福岡県砂防課のホームページ

土砂災害危険度情報

福岡市ホームページ「福岡市内の土砂災害警戒区域等について」

土砂災害警戒区域図
情報

情報表示（公示図書）

土砂災害の危険性を３段階で表示しています
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いざという時の避難行動について決めておく。
避難の目的は、災害から身を守ることです。避難所に限らず、集会所など周囲の安全な建物を確認し、状況によって
は自宅の2階や知人宅など、
速やかに身の安全が確保できる場所を決めておくことが重要です。
（避難所が安全な場所であっても、
避難所までの経路が危険な場合もあります。）

避難時の心得
(1) 避難の仕方
がけ崩れの恐れがある場合
避難する場合は、がけからできるだけ遠くに逃げましょう（一般的に、がけ崩れの土砂は地面が平らなところで
はがけの高さの２倍の距離まで到達するといわれています）。
土石流の恐れがある場合
谷沿いの低い土地から離れて下さい。
土石流のスピードはとても速いので、
土石流を見たら、流れに直角の方向に逃げましょう。

(2)避難が難しい場合は
（非常に強い雨により、家からの移動が出来ない場合）
家の裏に斜面がある場合は、
出来るだけ斜面から離れた部屋で過ごすようにしましょう。
２階建ての場合は、２階の部屋で過ごすようにしましょう。

早めに避難を開始する。
前兆現象を見かけたらすぐに避難を開始してください。
例）山鳴りがする、川の流れが濁る・流木が流れる、崖から水が湧き出る 等
危険を感じたら、
行政からの避難情報の発令等に関わらず避難してください。
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第3章 原子力災害に備える
1 原子力災害への備え
■福島第一原発事故の状況・玄海原発と福岡市の位置関係
福岡市は、玄海原子力発電所からおよそ40〜60㎞に位置しています。
万一、原子力発電所で深刻な事故が発生した場合、気象状況によっては福岡市にも放射性物質が飛来し、放射線の
影響を受ける恐れがあります。
平成23年3月の福島第一原子力発電所事故では、およそ30㎞離れた飯舘村にも放射線の影響が及び、避難生活を
余儀なくされました。
福島第一原発と玄海
原発を中心に同縮尺

50km

の地図を並べて原子

40km

力 災 害 の 影 響をイメ

30km

ージしています。
20km

東区

中央区
西区

×

博多区

城南区 南区

早良区

単位：μSv/h

■原子力災害による被害の広がり方と影響
原子力発電所から漏れた放射性物質は、風の影響
を受けると黄砂やPM2.5などと同じように放射性プ
ルーム（右図参照）として飛散し、広い範囲に放射線

（放射性物質を含んだ空気のかたまり）

の影響を及ぼします。
原子力発電所から離れるほど放射性プルームは薄
まるので、玄海原子力発電所からおよそ40km離れ
た福岡市では影響が小さくなり、緊急に避難するよ
うな状況は考えにくいとされていますが、放射性物
質からは、人や生物の細胞を傷つける放射線が長期
間出続けますので、放射線からの防護が必要になる
場合があります。
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2 放射線の基礎知識
■身の回りにある放射線
私たちは、日常生活の中で放射線
を受けて生活しています。たとえば、
大地からはウランやラジウムなどが
放射線を放出しており、空からは宇
宙線が降り注いでいます。
また、空気中や食物のなかにも放
射線を出す物質が含まれています。
病院では、病気の診断や検診の際
に、
Ｘ線やＣＴ検査として放射線が使わ
れています。

■放射線の量と健康
たくさんの放射線を受けるとやけ
どを負ったりがんなどの病気になっ
たりすることが 確 認 されています
が、年間100ミリシーベルト以下の
放射線を受けたことを原因として、
がんなどの病気になったことは確認
されていません。
しかし、放射線を受ける量はでき
るだけ少なくすることが大切です。

■放射線を受ける量を少なくする３つの原則
放射線は建物の壁で遮へいされ、影響を少なくすることができます。また、放射性物質からの距離が離れるほど影
響が弱まります。
少しでも放射線を受ける量を少なくするためには、
速やかに建物の中心に避難することが必要です。
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建物の中に入る（屋内避難）

放射性物質から離れる

コンクリートな どの 建 物 に 入る

建物の中に入った後は、窓に近づ

放射線を受ける時間を
短くする

と、より効果的です。

かず、できるだけ建物の中心で過

屋内避難の指示があったら、速や

ごしましょう。

かに建物の中に避難しましょう。
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3 原子力災害が起きたら
■まずは正確な情報の確認
テレビやラジオなどで国や県、市が発表する正確な情報を確認しましょう。
災害時には、うわさやデマなどの誤った情報が広まることがあるので注意しましょう。
福岡市防災メールに登録しておくと、最新の防災情報を入手することができます。また、
「ふくおか放射線・放射能情
報サイト」では、県内の放射線量を携帯電話やパソコンで確認できます。

情報の入手先
テレビ
ラジオ
福岡市ホームページ
緊急速報メール
福岡市防災メール

※登録方法44ページ記載

福岡市ツイッタ― （＠Fukuokacity̲pr）
広報車 など

ふくおか・放射線・放射能情報サイト
http://houshasen.pref.fukuoka.lg.jp/

■放射線の影響を防ぐための屋内避難
福岡市に放射性プルームの飛来が予想
される場合には、屋内避難を指示します。
屋 内 避 難 の 指 示 が 行わ れ た 地 域 に
お住まいの方は、できるだけ早く自宅
などの建物の中に避難しましょう。

換気扇やエアコン（外気
導入型）
などは止め、外の
空気を入れないようにし
てください。

【屋内避難の効果】
屋内に避難すると、建物の遮へい効
果と密閉効果で放射線の影響を少な
くすることができます。
【建物別の放射線防護効果】

木造建物

外 壁 等 が 放 射 線 屋内に放射性
を遮へいする効果 物質が入るの
を防ぐ効果

・放 射 性プルーム 75％低減
からの放射線の
影響を10％低減
・土 壌などに沈 着
した放射線の影
響を60％低減

コンクリート ・放 射 性プルーム 95％低減
等の石造り からの放射線の
建物
影響を40％低減
・土 壌などに沈 着
した放射線の影
響を80％低減
出典：福岡県「原子力防災の手引」
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■お住まいの地域からの退去
退去は、
緊急避難ではなく、数年という単位で放射線を受け続けることによる影響を防ぐために行うものです。
放射線量が高くなった地域（1時間あたり20マイクロシーベルト）にお住まいの方には、その地域から1週間以内に
退去する指示を行います。退去の指示が行われた地域にお住まいの方は、指示の内容をよく確認して落ち着いて行動
しましょう。
【指示の内容】
退去を完了する期日
退去の際に放射性物質が付着していないかを

(
)

退
去
指
示

)

避難先

屋
内
避
難
の
指
示

(

検査
（※スクリーニング）する場所

原
子
力
災
害
発
生

国

国

※放 射線 測定器を使って放 射性物質が車や

退
去
開
始

避
難
所
等

1 週間程度の期間

衣類、
身体に付着していないかを調べること。

■退去の方法
お住まいの地域からは、自家用車で乗り合わせのうえ、指定された避難所等の避難先に退去しましょう。
自家用車で避難できない方は、市がバス等を準備しますので、福岡市からのお知らせがあるまでは、引き続き自宅な
どの屋内で待機して下さい。

■安定ヨウ素剤の服用
原子力災害時に放出される放射性物質の中で放射性ヨウ素は、体内に取り込まれると
甲状腺に蓄積し、
健康被害を招く可能性があります。
安定ヨウ素剤は、この放射性ヨウ素が体内に取り込まれることを防ぐために服用する
ものです。
効果は24時間ですので、放射性ヨウ素の飛来と服用のタイミングが重要になります。
また、
服用による副作用にも注意が必要です。
福岡市では、安定ヨウ素剤の服用が必要となった場合、対象地域にお住まいの方に配
付し服用の指示を行います。

4 原子力災害対策
福岡市では「福岡市原子力災害避難計画」を作成しています。詳しく知りたい方は、福岡市ホームページの下記URL
をご覧ください。
URL

http://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/bousai/bousai/genshiryoku-hinankeikaku26.html
ワンポイントアドバイス ー 放射線の単位 ー
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第4章 地域での防災対策
1 自主防災組織
■自主防災組織の必要性
防災対策の基本は、
「自助」
「共助」
「公助」の3つであるといわれています。
「自助」とは、
「自らの安全は、自らが守る」ということであり、自分の手で、災害から自分と家族の身体と生命や財産
を守るための備えと行動を「自助」と呼びます。
「共助」とは、
「自分たちのまちは、自分たちで守る」
ということであり、これが地域を守る最も効果的な方法です。
また、
「公助」とは、消防、警察などの公的防災関係機関等による災害応急対策活動を指すものであり、地震などの大
規模災害が発生すると家屋の倒壊による交通遮断や同時多発する火災などへの対応から、公的防災関係機関の活動
能力は、著しく低下します。
平成7年の阪神・淡路大震災の際に、地域の住民が自主的に防災活動を行った地域では、被害の拡大が最小限に食い止
められたという実例からも、地震などの大規模災害時においては、地域における防災活動が重要な役割を果たしました。
このことからも発災直後の人命救助や初期の消火活動は、
近隣住民の協力が大きな役割を果たすこととなります。

■自主防災組織とは？
自主防災組織は、
「自分たちの地域は自分たちで守る」という自覚、連帯感に
基づいて自主的に結成する組織であり、災害発生時に、災害による被害を防止
し、軽減するため、実際に防災活動にあたる「実働部隊」として結成されます。
本市では、小学校区単位での自主防災組織の結成を進めており、平成7年に博
多区で、初めての自主防災組織が結成されて以来、各校区で結成が進み、平成
26年10月末時点で、149校区全てで結成されています。

■自主防災組織の役割
自主防災組織は、平常時には、防災知識の普及や啓発、地域内の安全や設備の点検、防災訓練などを行います。また、
災害が発生した場合には、迅速な情報の収集・伝達を行い、初期消火活動、被災者の避難誘導、救出・救護、避難所の運
営などの役割を担います。
平

常

時

災害発生時

初期消火

救出・救護

情報の収集・伝達

避難誘導

避難所の管理・運営

防災資機材の確保・点検

災害時要援護者の把握

地域内の安全点検

防災知識の普及・啓発

防災訓練の計画・実施

年間防災計画等の作成
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■自主防災組織の活動
1 防災知識の普及
防災活動上必要な情報を継続的に広めていくことが大切です。
防災知識を普及する方法は、たくさんあります。地域でいろいろなアイデアを出し合って啓発に努めましょう。

1 機関誌（防災新聞）の発行
紙面によるアピールはとても有効な方法です。どのよ

作成のポイント
●自主防災組織会議の報告

うな紙面づくりを行うか話し合い、記事ごとの分担を決

●防災行事日程の告知

めて、定期的に発行していきましょう。

●地域内の危険個所などの調査報告・告知
●今後取り組んでいく対策の提示

2 防災カルテ・マップの作成
地域内の住民の基本的データや防災上の関係施設、
危険箇所などをチェックしたカルテやマップを作成しま
しょう。
一度作成したデータは、毎年改訂していきましょう。

3 防災講習会等の開催
防災に関する知識を深める上で、講習会等の開催は、
有効な手段です。
本市では、出前講座や防災講習会を実施していますの
で、有効的に活用しましょう。

DIG（災害図上訓練）の実施風景
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など

作成のポイント
●地域住民の基本的データ（世帯数、年齢構成、性別、
要援護者の実態など）
●防災関係機関（区役所、消防署、警察署など）の所在地、
連絡先
●避難所、避難場所
●危険箇所 など

■申込先
●出前講座
テーマ
「福岡市の防災・減災〜覚えておこう！災害への対応〜」
「DIG（災害図上訓練）」
「HUG（避難所運営訓練）」
「クロスロード」
「災害時要援護者避難支援編」
申込先：市民局防災・危機管理課
電話 711-4056
●防災講習会 申込先：各消防署予防課

HUG（避難所運営訓練）の実施風景
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2 防災巡視・防災点検
巡視・点検のポイント
地 域 内の危 険 箇 所 や 防 災 上の問題 点を洗い出しま
す。防災マップとも関連しますが、改善すべき点があれ
ば、対策を立て問題解決に取り組みましょう。

●各家庭の消火器などの防火用品の点検
●ブロック塀や石垣の点検
●がけ、堤防などの危険箇所状態の点検
●違法駐車や放置自転車の状況

など

3 防災資機材の整備
災害が発生した場合などの非
常時に活躍するのが、各種の防
災資機材です。地域の実情に応
じて、少しずつ資機材を揃えて
行くことも必要です。

必要な防災資機材（例）
ヘルメット、毛布、軍手、タオル、消火器、非常食品、懐中電
灯、救急医薬品、
ロープ、担架、
ハンマー、
バー
ル、
スコップ、
はしご、携帯ラジオ、防水シート、
メガホン、
トランシーバー など

4 防災訓練
防災訓練は、非常時に的確な対応を取るために欠かせないものです。災害時の被害を最小限に抑えるためにも、地
域内で一丸となって定期的に取り組みましょう。

1 初期消火訓練
火災の拡大を防ぐためには、初期消火活動が欠かせません。火が床か
ら天井に届くまでに約3〜5分といわれています。初期消火のチャンス
は、最初の3分です。消火器の使い方を日頃から習得しておきましょう。

2 情報収集・伝達訓練
災害時においては、正確で迅速な情報の収集・伝達活動が欠かせませ
ん。的確な情報の収集・伝達が行えるよう公民館に設置されている防災
行政無線の使い方など、伝達方法を習得しておきましょう。

福岡市地域防災計画
参考
（市民の責務）
災害対策基本法第７条
市民は、自らの安全は自らが守るとの観点に立って、日常から災害時の家
（住民の責務）
法第７条３項では、地方公共団体の住民は、 族の連絡方法、避難先、避難経路等を確認し、非常時の食料・水・日用品の
非常持ち出し品を確保しておくとともに、地域での自主防災組織などによ
「食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄そ
る防災訓練等に参加するなど、災害への備えに努める。
の他の自ら災害に備えるための手段を講ずると
ともに、防災訓練その他の自発的な防災活動へ （事業者の責務）
事業者は、日常から災害時の防火対策など防災体制の整備、従業員など
の参加、過去の災害から得られた教訓の伝承そ
の安全確保に関して準備しておくほか、事業所内での消火や避難等に関す
の他の取組により防災に寄与するように努め
る訓練等を行っておくなど、災害への備えに努める。また、災害時において
なければならない」とされています。また、福岡
は、地域住民と協力して防災活動を行い、地域の経済活動を維持するとと
市地域防災計画においても、
「 市民及び事業者
もに、市その他の関係機関が行う防災活動と連携し、協力するよう努める。
の責務」が記載されています。
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3 避難誘導訓練
火災、地震、風水害など、災害の種類によって避難方
法も異なります。また、高齢者、障がい者や妊婦などの
災害時要援護者には、避難時の支援が必要となります。
全員が無事避難できるよう、地域で連携した訓練を
行いましょう。

4 救出・救護訓練
応急手当の方法や家屋の倒壊等により、下敷きになっ
た人の救出方法などを習得します。地震などの大 規模
災害時には多数の負傷者が発生すると想定されます。
救出・救護訓練は、多くの生命を救う上で欠かせない訓
練です。

5 給食・給水訓練
被災後の食料と水の確保や配給方法を訓練します。避難
所などでは、協力して給食・給水活動を行う必要があります。
災害時には、多数の被災者に食料や非常物資を手配す
る手際よい活動能力が求められます。
日頃からの家庭
（3日分）
や地域内における備蓄も重要です。

ピノキオということばで、消火器の使い方を覚えてください。

ワンポイントアドバイス
〈消火器の使い方〉

1 ピンを抜く。
2 ノズル（ホース）を持つ。
3 距離（きょり）を保つ。
（放射距離は、3m〜6m）
4 レバーを強くおす。

1

2

安全ピンをぬく。

3

ノズルを火元に向ける。
（ノズルの先をしっかり持つ）

4

距離を保つ。

レバーを強く押す。

※消火器の種類によって、放射距離や使い方が異なりますので、事前に確認しておきましょう。
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2 災害時要援護者の支援
■災害時要援護者とは
いわゆる「災害時要援護者」とは、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守るために安全に避難す
るなどの災害時の一連の行動を取るのに支援を要する人々をいい、一般的には、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、
妊婦等があげられています。
災害時要援護者への支援や協力には、地域社会の住民による組織的な体制と積極的な手助けが強く求められています。
日頃から住民一人ひとりが、災害時要援護者とコミュニケーションをとり、連帯感や信頼関係を築いていくことが重
要です。

■災害時要援護者支援の重要性
ここ数年の風水害や豪雪においては、死者の大半が65歳以上の高齢者となっているなど災害時要援護者について
の支援は、災害時において人的被害を少なくしていくための重要な課題となっています。
そのためには、地域において、災害時の避難にあたって支援が必要となる人を特定し、行政と直接、避難支援に携
わる自主防災組織等が、要援護者に関する情報を共有し、日ごろから見守りを行うことが必要です。今後、一人ひとり
の要援護者に対して、災害時に誰が支援してどこの避難所等に避難させるか等を定める「個別避難支援計画」の策定
に取り組んでいます。

■地域で取り組む災害時要援護者対策
日常の連絡役は誰が行うのか、また、非常時には、誰が誰を助けるのか、また、被災後の生活をどのように支援する
のかなど、日常、非常時、被災後の支援方法や体制を明確にしておくことが必要です。ひとりの災害時要援護者に対し
て、複数住民による支援体制を組むなど、地域での協力・支援体制を具体的に定めることが重要です。

災害時要援護者台帳の整備と提供
本市では、寝たきりや一人暮らしの高齢者、障がい者など、災
害発生時において、単独 又は家族だけでは避 難 等が困難な方
で、自治協議会等への情報提供に同意された方の名簿を作成し
ています。作成した名簿については、災害時の安否確認・避難誘
導など具体的な支援や日頃の防災活動に活用することを目的と
して、守秘義務等について覚書を締結した後、地域の自治協議会
等へ提供しています。

39

3 応急手当の基礎知識
私たちは、どこで、突然のけがや病気に襲われるかわかりません。そんなときに、病院に行くまでに、家庭
や職場などでできる手当のことを「応急手当」といいます。
病院へ行くまでに応急手当をすることで、けがや病気の悪化を防ぐことができます。
また、様々な原因で呼吸や心臓が止まったりした場合には、救急車が来るまでに、その場に居合わせた人
が手当をしないと助かりません。
このようなときに行う手当を特に救命処置といいます。
応急手当は、まとめると下表のようになります。なお、応急手当の講習は、各消防署や日本赤十字社福岡
支部で受けることができます。

応急手当のまとめ
応急手当

救命処置

呼吸や心臓が止まったとき

心肺蘇生法
（胸骨圧迫と人工呼吸など）

AEDの使用
喉にものが詰まったとき

気道異物の除去
（腹部突き上げ法など）

止血法その他の応急手当

■出血の手当

■骨折の手当

出血が多いと、驚いてあわててしまいがちですが、落ち

骨折部位に副木を当て、骨折部位の上下を固定しま

着 い てただちに止 血してください 。通 常 、成 人 では 、

す。三角巾で吊ったあと、さらに胸部を固定します。骨

400ml程度なら問題はありませんが、全身の3分の1

折部位両側から副木を当てます。骨折部位上下の関節

（1500ml程度）
以上を失うと生命が危険になります。
直接圧迫止血法

傷口を十分に押さえる大きさの清潔なガーゼやタオルを当
て、その上を強く押さえます。傷口を心臓より高くしておきます。
40

楽な姿勢を取らせる方法（保温、体位など）
傷病者の運び方（搬送法）
出血に対する応急手当（止血法）
けがに対する応急手当
熱傷（やけど）に対する応急手当
溺水（水の事故）に対する応急手当
その他の応急手当（熱中症、けいれんなど）

が動かないように固定します。
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■AEDの使用について
AED（自動体外式除細動器）とは、事故や病気などで心臓
がけいれんし、血液を流すポンプ機能を失った状態（心室細
動）になった心臓に対して、電気ショックを与えることにより、
正常な状態に戻す機器です。
AEDは、電源さえ入れれば、音声やイラストで使用法を指
示してくれます。
本市では、全小・中学校、公民館をはじめとして、市の主要
施設に、AEDを設置しています。

AEDを準備する

1

AEDを準備する（2人いる
場合は1人は心肺蘇生法を
つづける。傷病者の頭の近
くに置くと操作しやすい。）

電源を入れる

2

ただちに胸骨圧迫30回と
人 工呼吸2回繰り返す。心
肺蘇生を開始し2分経った
らA EDは自動 的に解 析す
るので、音声メッセージに
従う。

電極パッドのイラストに従
い傷病者の胸（心臓を挟む
位置）に貼りコネクターを
接続する。
※必ず素肌に貼ること。

離れて

6

3

ショックかけます
離れて

ケースから取り出し電源を
入れる。あとはメッセージ
に従って行動する。
※機種によってふたを開け
ると自動的に電源が入るタ
イプがある。

30：2

ただちに心肺蘇生を再開

電極パッド

傷病者から離れる

除細動の指示が出たら通電ボタンを押す

5

解 析 の 結 果 が 音 声 で 知ら
される。ショックが必要な
場 合、音 声に従ってショッ
クボタンを押 す。ショック
が不要な場合、手順 へ

4

自 動 的 に 心 電 図 を 解 析す
る。誰も傷病者に触れてい
ないことを確認する。

〈使用上の注意事項〉
①傷病者の反応がないことを確認する。
②乳児を含めた未就学児（およそ6歳まで）
には
小児用パッドを使用（ない場合は大人用を代用
する。大人に小児用パッドは使用しない。）
③体が濡れている場合はタオル等で拭き取って
からパッドを貼る。

④胸部にペースメーカーや経皮的薬剤等がある
場合には、その場所を避けてパッドを貼る。
⑤胸毛が濃い場合、パッドを強く押しつけ体に
密着させる。それでもよく貼れないときは、
そのパッドを素早くはがして脱毛し予備の新
しいパッドを貼る。
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観察

AEDの音声メッセージに従う

AED到着

30

︵電源を入れる︒電極パッドを装着する︒︶

胸骨圧迫のみを続ける

胸骨圧迫 回と人工呼吸２回の

人工呼吸２回

できない場合

図1

できる場合
人工呼吸が

胸骨圧迫 回

ただちに！

していない

正常な呼吸をしているか

助けを呼ぶ

︵119番通報とAED手配︶

反応なし

反応を確認する

安全の確保

傷病者の発生

30

している
反応あり

日本版（JRC）救急蘇生ガイドライン2010

処置

組み合わせを繰り返す

■心肺蘇生法の流れ

※回復体位にして
様子を見守る

※回復体位

❶反応の確認
傷病者に近づき、耳元で「大丈夫ですか」
「もしもし」などと

下あごを前に出し、上側の手の甲に傷病者の顔
をのせる。さらに、上側の膝を約90度曲げて、
傷病者が後ろに倒れないようにします。
図2
大丈夫
ですか!?

呼びかけながら傷病者の肩を軽くたたき、反応（意識）があるか
ないかを確認します。
●反応があるとき
反応があれば傷病者の訴えを聞き、必要な手当を行います。
図3

❷助けを呼ぶ

救急車を
呼んで下さい！

●反応がないとき
反応がなければ大きな声で助けを求め、協力者がきたら「救急車を呼ん
でください！」
「AED を持ってきてください！」
と要請します。

AEDを
持ってきて
下さい！

だれもいなければ、
まず自分で119 番通報することを優先します。

❸呼吸を見る
胸と腹部の動き（呼吸をするたびに上がったり下がったりする）をみま

図4

す。動いていなければ心停止と判断します。
（10 秒以内で確認する）
心停止が起こった直後には、
しゃくりあげるような途切れ途切れに起きる呼
吸がみられることがあります。
この呼吸を「死戦期呼吸（あえぎ呼吸）」
といい
ます。死戦期呼吸は、正常な呼吸（普段どおりの息）
ではありません。
普段どおりの呼吸があるかどうかを観察
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❹胸骨圧迫！
「強く」
「早く」
「絶え間なく」

図7

ただちに胸骨圧迫を開始します。
●胸骨圧迫30回

図5

（胸骨圧迫により血液を循環させます。）

図6

胸骨圧迫の位置（図5参照）
手の置き方（図6参照）
胸の真ん中（胸骨上）に、片方の手の
付け根を置きます。
胸骨圧迫の実施要領（図7参照）

垂直に圧迫する！
胸骨圧迫の位置

手の置き方

人工呼吸ができる（知識がある）場合は以下の手順に進む。人工呼吸の知識がない、
傷病者に出血があるなどにより人工呼吸ができない場合は胸骨圧迫のみを継続する。
❺気道の確保

図8

片手を額に当て、もう一方の手の人差し指と中指の２本をあご先に当て、頭
を後ろにのけぞらせ、あごを持ち上げて気道（空気の通り道）
を確保します。

❻人工呼吸（口対口人工呼吸）

頭部後屈あご先挙上法
図9

人工呼吸を開始する。気道を確保したまま、額に当てた手の親指と人差
し指で傷病者の鼻をつまみます。その後、自分の口を大きくあけて傷病者
の口を覆い、空気が漏れないようにして、１回約１秒間をかけ吹き込みま
す。一度口を離し、もう１回行います。
１回目の吹き込みで胸が上がらなかった場合には、
もう一度気道確保をやり直し、
吹き込みを試みます。
うまく胸が上がらない場合でも、吹き込みは２回までとし、
ただちに胸骨圧迫に進みます。
（胸骨圧迫の中断が 10 秒以上にならないように）

１回を約１秒かけて吹き込む。
（２回）

❼心肺蘇生法の継続（胸骨圧迫と人工呼吸の組み合わせ）
30回の胸骨圧迫と２回の人工呼吸のサイクル（30：２）を繰り返します。

図10

30：2

心肺蘇生法を中止するのは
①うめき声を出したり、普段どおりの呼吸をし始めた場合
②救急隊に心肺蘇生法を引き継いだとき
※うめき声を出したり、普段どおりの呼吸をし始めた場合で、十分な呼吸が
見られるならば、気道を確保しながら回復体位（P３4図1参照）
にします。

Q 救命処置に関わって訴えられないか？
民法、刑法では、悪意または重過失がなければ救急蘇生法の実施者がその傷病者等から訴えられることは

A ないとされています。緊急時に善意で行った救命処置は法的にも保護されています。
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防災情報の収集
福岡市防災ホームページ
地震や大雨などによる災害発生時や災害の発生する恐れがあるときは、正しい情報を聞くことによって、自分自身
や家族の安全を確保することができます。
災害時に、情報を得るためには、
どのような方法があるか確認することも重要です。
福岡市では、大雨など、災害に関する各種情報を福岡市防災ホームページで提供しています。

福岡市防災ホームページ（http://bousai.fukuoka.lg.jp/）
警報・注意報、雨量などの気象情報、河川水位や河川の画像など、防災に関す
るさまざまな情報を提供しています。
河川ライブカメラ

水位情報

福岡市防災メール
防災に関する情報を、携帯電話やパソコンへ電子メールで提供する「防災メール」の配信を行っています。日頃からの
備えや避難のために上手に活用しましょう。

配信する情報
①避難勧告など福岡市で必要と判断した緊急情報
③震度3以上の地震が発生した場合
⑤時間雨量が40ミリを超えた場合
⑦竜巻注意情報が発表された場合
⑨PM2.5
そのほか、天気予報など
※自分の必要な情報を選択して登録できます

②気象注意報・警報が発表された場合
④津波予報が発表された場合
⑥河川水位が「避難判断水位」又は
「はん濫危険水位」を超えた場合
⑧光化学オキシダント情報、熱中症情報、黄砂情報が発表された場合

申込み方法

携帯電話又はパソコンから「entry@fukuoka-city.jp」へ空メールを送ると、
登録用URLがメールで届きますので、そのURLにアクセスすると、登録が完了します。

その他

情報料は無料ですが、通信料は受信者の負担となります。
※迷惑メール防止対策の設定をされている方は、登録される前に「bousaimail@fukuoka-city.jp」からのメール受信が
可能なように設定を行ってください
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福岡市防災マップ
災害時において、被害を軽減するためには、
自分の住むまちの災害の危険性を知ることが重要です。
また、
日頃から災害に関する正しい知識を理解し、身に付けることが必要です。
防災マップは、皆さんが住むまちの災害時の避難（場）所や公的機関の所在地、また、災害危険箇所等の地図情報と
風水害、地震に関しての啓発情報を記したもので、各区役所や情報プラザなどで配布しています
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福岡市浸水ハザードマップ
浸水ハザードマップは、水害に対する普段からの備えと浸水時の迅速・的確な情報伝達や避難行動による減災効果
を高めるため、大雨時に想定される河川の溢水(外水氾濫)や雨水側溝等の溢水(内水氾濫)による浸水区域や浸水する
深さなどを記したマップです。
本市では、福岡県が公表している市内主要６河川（多々良川、御笠川、那珂川、樋井川、室見川、瑞梅寺川）の浸水
想定区域と平成２１年７月豪雨の浸水実績調査や住民の方々の情報・意見を踏まえて、各区毎に浸水ハザードマップ
を作成し、市内全世帯に配布しています。
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福岡市揺れやすさマップ
揺れやすさマップとは、
「地盤の状況とそこで起こりうる地震の両面から地域の揺れやすさを震度として評価し、住
民自らがその居住地を認識可能な縮尺で詳細に表現したもの」
（地震防災マップ作成技術資料（内閣府 平成17年3
月）より）です。
福岡市揺れやすさマップは、福岡県西方沖地震よりも被害が大きくなると言われている警固断層帯南東部を震源と
する地震が発生した場合、どの地域がどのくらい揺れるのかを強さ別に色分けして分かりやすく説明した地図です。
自分が住んでいる地域の揺れの強さが、どのくらいになるのかを知り、事前の防災・減災対策に取り組みましょう。
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災害時の安否確認
地震等の大規模災害が発生した時には、家族、親類、知人等の安否確認のため、被災地に電話が殺到し、電話がつな
がりにくくなります。
そのような時でも、安否確認やメッセージのやりとりができるサービスがNTTの災害用伝言サービスです。
もしもの時に備え、ぜひ覚えておきましょう。
災害時の声の伝言板

災害用伝言ダイヤル「171」
地震などの大規模な災害が発生した際、安否などの情報を音声で録音・確認できるサービスです。
「171」をダイヤルし、利用ガイダンスに従って、伝言の録音・再生を行ってください。

ご利用方法
伝言の録音方法

1 7 1

伝言の再生方法

1 7 1

にダイヤルする

にダイヤルする

ガイダンスが流れます

録音の場合

ガイダンスが流れます

1

再生の場合

2

ガイダンスが流れます

（×××）−

××× − ××××

ガイダンスが流れます

（×××）−

××× − ××××

被災地の方の電話番号を市外局番からダイヤルしてください。
◆加入電話、公衆電話、
ひかり電話からご利用できます。携帯電話やPHS、一部のIP電話等からはご利用できない場合があります。
◆伝言の録音、再生時には、発信されるお客様から伝言の録音または再生する電話番号までの通話料（通常、電話をおかけになる
場合と同様の料金）
が必要です。伝言蓄積等のセンタ利用料は無料です。

災害時のインターネット伝言板

災害用ブロードバンド伝言板
「web171」
インターネットを利用して、地震等大規模な災害が発生した場合、安否等の情報を文字・音声・画像で登録・確認ができる伝言板サー
ビスです。https://www.web171.jpにアクセスし、画面の指示に従って文字・音声・画像等の登録、閲覧を行ってください。

ご利用方法
伝言等の登録方法

伝言等の閲覧方法

https://www.web171.jpにアクセス

https://www.web171.jpにアクセス

（×××
）− ×××
録音の場合

− ××××

（×××
）− ×××
録音の場合

− ××××

被災地の方の電話番号を市外局番から入力してください。

画面の指示に従って、
文字・音声・画像等を登録

画面の指示に従って、
文字・音声・画像等を閲覧・追加伝言登録

◆安否情報の登録、閲覧等に伴うサービス利用料は無料です。なお、インターネット接続費用やプロバイダ利用料および、ダイ
ヤル アップ接続の場合は通信料等が別途必要となります。
◆災害用伝言サービスの提供開始等については、NTT西日本公式ホームページ、テレビ、ラジオ等でお知らせします。
◆毎月1日・15日（00：00から24：00）は、
「災害用伝言サービス」を体験できます。
※実際に災害が発生した際には体験サービスの利用ができない場合があります。
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災害用伝言板サービス
日本国内で、震度6弱以上の地震などの大規模な災害が発生した場合に、被災地での通信の混乱を緩和するために
開設されるもので、携帯電話で安否確認ができるサービスです。
各電話事業者が提供するサービスで、メッセージの伝言板の役割を果たすシステムです。

NTTドコモ HP iモード災害用伝言板
http://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/
au by KDDI HP 災害用伝言板サービス
http://www.au.kddi.com/notice/saigai̲dengon/index.html
ソフトバンク HP 災害用伝言板サービス
http://mb.softbank.jp/mb/service/dengon/
ウィルコム HP 災害用伝言板サービス
http://www.willcom-inc.com/ja/info/dengon/index.html

メッセージ
登録

伝言板
サービス

イー・モバイル HP 災害用伝言板サービス
http://emobile.jp/service/dengonban.html

災害用音声お届けサービス
専用アプリケーションをインストールしたスマートフォン等の対応端末から、音声メッセージを送信することができ
るサービスで、現在、NTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンクモバイル、ワイモバイルの各社でサービス提供されていま
す。なお、平成25年4月1日より災害用音声お届けサービスを提供している通信事業者間で音声メッセージの送付が可
能になりました。

NTTドコモ
http://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/disaster̲voice/
au by KDDI
http://www.au.kddi.com/notice/onsei̲otodoke/index.html
ソフトバンク
http://mb.softbank.jp/mb/service/dengon/about/voice/
ワイモバイル
http://www.ymobile.jp/service/dengon̲voice/
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