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は じ め に

　近年わが国では、東日本大震災をはじめ、大型
台風や局所的なゲリラ豪雨など、深刻な自然災害
やそれに伴う人的災害が増加しています。また
関西では、近い将来南海トラフ巨大地震と言われ
る大地震が発生することが懸念されています。

　こうしたことをふまえ、日本国民の防災意識は
高まり、各地で防災に関するセミナーや研修、訓
練が開催されていますが、今後の有事に備え、さ
らなる防災意識の向上が必要です。

　大阪府には府民の約2％にあたる約20.4万人
(2014年）の外国人の方が住んでおられます。外
国人の方は言葉の問題や地震等の知識・経験不足
から災害弱者になる傾向にあり、その方々への防
災対策及び意識啓発は、地域の国際化を担う国際
交流協会の大きな役割です。

　このような状況のもと、大阪府の国際化を担う
（公財）大阪府国際交流財団（以下「OFIX」という。）
では、今後の中期的経営目標のひとつに「災害時
通訳・翻訳ボランティアの育成、拡充」を掲げて
おりすでに外国人のための防災訓練のほか、大阪
府と共同で災害ボランティア研修を実施してい
ます。今後さらに、地域に根ざした自治体や地域
国際化協会と共に災害ボランティア育成を推進
する研修等を実施していくとともに、市町村レベ
ルでの災害時の外国人対応を支援してまいりま
す。

　本パンフレットの前半は、災害ボランティア（ま
たは目指している）の方々に災害時の多言語支援
を担うボランティア活動について学んでいただ
くためのガイドです。後半は、地域在住外国人の
方々に、災害時や防災への取組みとして知ってい
ただきたいことについてまとめた防災ガイドの
モデル版を作成しましたので、災害ボランティア
や市町村の方々に活用していただきたいと考え
ます。

2015年3月
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　災害時通訳・翻訳ボランティア（以下「災害ボランティア」という。）
とは、災害時に情報弱者となりうる外国人の方々に対して多言語支援
を担うボランティアのことです。

　この章では、行政及び地域国際化協会の災害時の多言語支援体制に
ついて理解していただき、発災時の支援の流れや災害ボランティアの
活動内容、心がけ等について学びます。

災害時通訳・翻訳ボランティア
　について
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Ⅰ 発災時の多言語支援について学ぶ
１　近畿ブロックにおける災害時の相互支援について
　東日本大震災時の課題をふまえた大規模災害への備
えとして、地域国際化協会※1が組織する地域国際化協
会連絡協議会（全国）では、全国を６ブロックに分けて
広域支援体制を構築しています。

　近畿ブロックでは近畿地域国際化協会連絡協議会を
組織し、平成19年に「災害時における外国人支援ネッ
トワーク」協定を締結しました。

　この協定は、地震等の大規模な災害の際に、ボラン
ティア情報の共有や通訳者派遣など、地方自治体の区
域を超えた広域の応援協力体制を確立するための基本
合意です。…

　近畿地域国際化協会連絡協議会のメンバーである
OFIXでは、この協定に基づき、OFIX 災害時通訳・翻訳
ボランティア登録制度を設けています。本制度に登録
された災害ボランティアの皆さんには、発災後大阪府
内に設置される支援拠点（多言語支援センター等）にお
いて通訳・翻訳等の多言語支援活動を行っていただき
ます。そのほかにも、近畿地域国際化協会連絡協議会
や関西広域連合※2からの支援要請を受けて、近畿圏で
活動を行っていただく場合もあります。

　さらに、全国６ブロック間の災害時相互支援協定に
基づく要請により、近畿を越えた全国レベルでの広域
的活動も想定されます。

※1　地域国際化協会
地域の国際化を推進するために設立された国際交流協会等を、
中核的民間国際交流組織として総務省が認定したもの

※2　関西広域連合
関西の２府５県４政令市が構成員となり、防災、観光・文化振興、
産業振興等、府県域を越える広域課題に、地域が主体的に対応で
きる仕組みとして設立された組織

大阪府
国際交流
財団

京都市
国際交流
協会

兵庫県
国際交流
協会

神戸国際
協力交流
センター

和歌山県
国際交流
協会

滋賀県
国際協会

大阪
国際交流
センター

京都府
国際
センター

東北・
北海道
ブロック

関東
ブロック

九州
ブロック

近畿
ブロック

東海・
北陸
ブロック

中国・
四国
ブロック

地域国際化協会連絡協議会（全国）

■地域国際化協会における近畿ブロックの位置づけ

地域国際化協会連絡協議会
ネットワーク協定

調整、支援要請

応援

■被災地の地域国際化協会が実施する
　外国人被災者の支援体制

災害時多言語支援センター補助
必要な物資の送付 など

災害時多言語支援センター補助
必要な物資の送付 など

多言語支援

広域
支援
要請

地域国際化協会連絡協議会

地域国際化協会
（支援協会：協定に基づく）

地域国際化協会（ 被 災 地 所 在 ）

現地災害時多言語支援センター※３

外国人被災者

OFIX災害時通訳・翻訳ボランティア登録制度
外国人支援のためのボランティア活動及び近畿地域国際化
協会連絡協議会の「災害時における外国人支援ネットワーク
に関する協定」に基づく活動に従事する。

近畿
地域国際化協会
連絡協議会
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連絡協議会
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※3　災害時多言語支援センター
　大地震などの災害が発生した際に、外国人被災者のために
多言語での災害情報提供等を行う拠点。日本語が十分理解で
きないために行政機関等が発信する情報を享受できない、又
は地震等の災害経験が少ないことが原因で精神的な不安を抱
えている外国人被災者に、安心を届けることを目的とする。
　具体的には、災害発生時に発信される災害情報を、多言語
に翻訳して情報提供するほか、避難所を巡回して外国人被災
者の状況やニーズを把握するなどの機能を担う。

近畿地域国際化協会連絡協議会の構成員
（公財）滋賀県国際協会… （公財）京都府国際センター
（公財）大阪府国際交流財団… （公財）兵庫県国際交流協会
（公財）和歌山県国際交流協会… （公財）京都市国際交流協会
（公財）大阪国際交流センター… （公財）神戸国際協力交流センター

（以下の体制は平成26年度現在）
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２　大阪府・OFIXによる多言語支援体制
　大阪府とOFIXでは、大規模災害時における府内在住の外国人に対する支援を円滑に行うため、大阪府災害時多
言語支援センターを設置することについて、協定を締結しています。

　この協定に基づき、発災後、大阪府とOFIXが共同でセンターを設置し、運営します。

【�災害時多言語支援センターの役割�】
⦿ 行政機関が発信する災害情報などを集約し、情報選別や翻訳作業を行い、ホームページやラジオ、チラシ

等を通じて、外国人被災者へ多言語で情報提供
⦿外国人被災者からの問い合わせやさまざまな相談に、多言語で対応
⦿被災市町村等のニーズをふまえ、通訳ボランティアの派遣や翻訳を支援

　　～ OFIX 内に設置することを想定したセンターのイメージ（大阪府内で発災した場合）～
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大阪府災害時多言語支援センター
（大阪府・OFIX）
協定締結

大阪府災害時多言語支援センター
（大阪府・OFIX）
協定締結

役割
•多言語情報発信
•通訳派遣
•外国人電話相談

•避難所巡回
•外国人住民への
　多言語情報提供

役割

Ⅰ
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Ⅱ　災害ボランティアの活動について学ぶ
1　災害ボランティアとして活動するまでの流れ
　大阪府・OFIXが災害時多言語支援センター（以下「センター」という。）を設置した後、災害ボランティアの皆さんには、府・OFIX
職員等のボランティアコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の指示により活動していただきます。

活動初期�（職員対応期）

活動初期は、センター設置業務や緊急の多言語支援業務の体制づくりの時期になります。
基本的には職員等で対応します。ボランティアの方々はまず自分の身の安全を確保してください。
電気・通信等が復旧していれば、自宅での翻訳を依頼する可能性があります。

活動中期～後期�（ボランティア活動期）

活動中期から後期にかけては、多言語支援業務等をより円滑に行うために、コーディネーターがボ
ランティア調整業務を開始します。

センターまたは被災市町村等のニーズによって、必要な言語のボランティアに活動を依頼します。
活動はあくまでもセンターから要請しますので、災害が起こってもすぐにセンターに駆けつけて
いただく必要はありません。

活動後期～センター閉鎖期…（通常業務への転換期)

活動後期から終焉期にかけては、センターや被災市町村等のニーズも一定化するため、職員対応に
転換していきます。一部のボランティアには継続的に依頼する可能性がありますが、全体の活動は
少なくなっていきます。

センターを閉鎖すると、災害ボランティアの活動も終了となります。ただし、ニーズがあれば引き
続き活動を継続していただく場合があります。

大規模災害発生‼

災害時多言語支援センター
設置・運営：大阪府・OFIX

災
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2　災害ボランティアとしての活動
　以下は、想定されるセンター及び被災地、自宅での活動を紹介します。

センター 被災地 自宅

1 多言語情報
発信

大阪府や被災市町村からのお知らせや、避難所に貼り出す情報等の翻訳やチェッ
クを行います。また場合によっては、多言語化する情報の選別や多言語情報を、様々
なツールを使って発信する作業も含まれます。

◯ △ △

2 電話対応

通常は職員等が対応し
ますが、体制が整わな
い場合、センター内で
ボランティアの皆さん
にも対応していただき
ます。
また多言語での対応
が必要な場合、自宅な
どで待機している他
の通訳者と協力し、電
話による「三者通話」

（トリオフォン）で対
応していただきます。

三者通話「トリオフォン」のイメージ

◯ △ ー

3
災害時多言語
支援センター
運営補助

多言語支援活動を支えるために、一般電話対応、刻々と変わる被災状況の把握、
問い合わせに係る情報収集、センターの活動記録整理等、センターを運営してい
くためのお手伝いをお願いします。

◯ △ ー

4 派遣先での
通訳・翻訳

被災市町村などからの依頼に基づき、ボランティア通訳・翻訳者として活動してい
ただきます。
避難所での聞き取り、生活再建に関する市役所等での手続き時の通訳等をお願い
します。

ー ◯ ー

5 自宅での
通訳・翻訳

センターからの指示により、２のように電話で三者通話による通訳業務を受けたり、
翻訳業務をセンターとメールでやり取りすることもあります。 ー ー ◯

◯…頻度の高い活動　△…想定される活動　ー…活動なし

3　災害ボランティアとして心がけること
　災害時のボランティア活動で特に心がけることは、傾聴／自覚／サポートです。
常に次の３点を心に留め活動しましょう。

◆ 情報の押し付けになっていませんか？　（傾聴）
　苦労して収集したり翻訳したりした情報を、被災外国人の方々に届けたい気持ちはよくわかりますが、その情報が必ずしも、目の前の被
災外国人の方にとって、必要な情報とはかぎりません。まずは相手の話をよく聞いて、本当のニーズを聞き取るように努めましょう。

◆ あなたは災害時多言語支援センターのボランティアであり、一員です！　（自覚）
　ボランティア活動を行う場合には、センターのコーディネーター（派遣の場合は、派遣先市町村などの担当職員）の指示に従いましょう。
活動中に判断を迫られるような場面においては、コーディネーターの判断を仰ぐようにしてください。
　また、通訳派遣先においては、通訳対象者の相談に乗ったりアドバイスをしたりしがちですが、常にセンターの一員であることを忘れず
に、与えられた役割に沿った活動を心がけましょう。

◆ 自分で活動範囲を狭めていませんか？　（サポート）
　「私は○○語の通訳（もしくは翻訳）」しかしたくないなど、特定業務だけにこだわったり活動内容を自分で限定してしまう方は、多岐にわ
たる活動を行うセンターでのボランティア活動にうまくマッチングできないことが予測されます。
　希望はできるだけ考慮しますが、センターの一員として与えられた役割や業務のなかで、自分の希望や好みにこだわらず広い範囲での活
動にご協力をお願いします。

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
に
つ
い
て
学
ぶ
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❸
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❹
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災害時多言語
支援センター

通訳ボランティア
（センター外）

通訳ボランティア

通訳ボランティアに電話

相談内容を伝達

回答・情報を伝える
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き
取
り

回
答
・
情
報
を
通
訳



6

Ⅲ　災害（地震）について学ぶ
1　地震とは
・…地下の岩盤が周囲から押されることによってある面を境としてずれる現象のことをいいます。この岩盤のずれが起きる

と地震波が周囲に伝わり、やがて地表に達すると地表が「揺れ」ます。私たちはこの「揺れ」で、地震が地下で発生したこと
を知ります。

・…地震には、平成23年（2011年）3月11日に発生した東日本大震災のようなプレートの境界域において発生する海溝型地震と、
平成７年（1995年）1月17日に発生した阪神・淡路大震災のような活断層において発生する地震があります。

2　大阪府で想定される地震
・…大阪府では、海溝型地震、活断層による地震の両方が発生する可能性があり、いずれの地震も近い将来に発生することが

懸念されています。

・…南海トラフを震源とする地震は、これまで概ね100～150年周期で繰り返し発生しています。
　南海トラフ※沿いでは、発生頻度は低いもののマグニチュード９クラスの南海トラフ巨大地震が発生する可能性もあります。

・…大阪府域での被害が大きいと考えられている活断層による地震は、上町断層帯、生駒断層帯、有馬高槻断層帯、中央構造線
断層帯等を震源とするものです。

※南海トラフ：ユーラシアプレート東端とフィリピンプレート北端の境界部にある大規模な地震帯
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南海トラフ巨大地震が発生した場合に
想定される大阪府の震度

南海トラフ巨大地震が発生した場合に
想定される大阪府の津波浸水域

震度６強

震度６弱

震度５強

震度５弱

震度４以下
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3　�地震発生時に大阪府で想定される被害

東日本大震災と阪神淡路大震災の事例

　平成23年（2011年）発生の東日本大
震災は、日本周辺における観測史上最
大の地震です。津波の発生や地震の揺
れ等により、死者は15,889人、重軽傷
者は6,152人、行方不明者は2,594人（平
成27年1月9日現在）に達しています。
激甚な災害となった東北地方では、仙
台市を中心に外国人の方も被災されて
います。

　仙台市では、約1万人（平成22年度）
の外国人登録者の方へのサポートのため、

発災後、関係機関やボランティア団体
との協力のもと、①多言語による情報
発信や外国人の安否確認のため「仙台
市災害多言語支援センター」の設置、
②外国籍市民の安否確認や大使館手配
のバス・乗客管理等のため「受入在外
公館対応」、③外国人ボランティアの
受入支援のため「外国人ボランティア
支援」、④メッセージ等の受領、掲示、
御礼、支援物資の受入等の「国際姉妹
都市等からの支援」等の対応を実施し、
現在も継続されています。

　兵庫県には、阪神・淡路大震災の発
災前年の平成6年度に約10万人（うち、
神戸市約4万人）の外国人登録者の方が
おられました。地震発生直後に兵庫県
国際交流協会による外国人インフォ
メーションセンターや神戸国際協力交
流センターによる国際コミュニティセ
ンター等に外国人の相談窓口が設置さ
れ、現在も外国人の方の相談に応じて
います。

仙台市災害多言語支援センター 外国人ボランティアへの支援 帰国者等のための大使館手配のバス・乗客管理

写真 ) 仙台市市民局市民協働推進部交流政策課

災
害
（
地
震
）
に
つ
い
て
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ぶ

Ⅲ
南海トラフ巨大地震 上町断層帯地震Ａ

府内での最大震度 震度６弱 震度７

津波浸水 11㎢ －

建物全壊 12万棟 36万棟

火災焼失 ６万棟 ４万棟

死者数 13.4万人 １.2万人

負傷者数 8.9万人 11.5万人

帰宅困難者 146万人 178万人

避難者数（ピーク） 192万人 81万人

断水率（ピーク） 94％ 41％

停電率（ピーク） 55％ 45％

ガス供給停止率（ピーク） 17％ 77％

固定電話使用不能者（ピーク） 142万人 91万人

注） 被害想定は、一定の条件下で行っているため、必ずこの数字になるとは限りません。
▶南海トラフ巨大地震：
http://www.pref.osaka.lg.jp/kikikanri/bukai/index.html
▶上町断層地震：
http://www.pref.osaka.lg.jp/kikikanri/higaisoutei/index.html

　南海トラフで地震が発生した場合には、
津波が想定されます。また大規模な地震
が発生した場合には、南海トラフの地震
以外でも、揺れに伴う建物の全半壊や液
状化による被害、火災の発生、水道の断
水、停電、ガスの供給停止、通信困難、鉄
道や道路の損傷に伴う交通機能の停止
など、様々な被害が想定されています。
また、それらの被害により、避難者の発
生や帰宅困難者の発生が想定されます。
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４　災害ボランティアに関するよくある質問
ここでは、災害ボランティアに関する問い合わせのなかから、特に頻度の高いものを選んで載せていますので参考にして
ください。

Q1：ボランティアに登録したいのですが、どうしたらよいですか？
【A1】：  所定の登録申込書に必要事項を記入し、Eメールまたは郵送にてOFIXにご提出ください（FAXは不可）。登録申込書

はOFIXのホームページからダウンロードできます。http://www.ofix.or.jp/accept/volunteer/join.html
※郵送の場合は写真を、Ｅメールの場合は画像を添付のうえ、お送りください。
※登録受付期間：毎年度５月１日〜翌２月末（この期間以外でも申込書は送付していただけますが、登録手続きの開始は５月１日以降となります。）

Q2：自分の語学力でもボランティア活動ができるのか心配なのですが…
【A2】： 災害ボランティアの活動は多岐にわたるため、活動によっては高い通訳・翻訳レベルを求められるものもあ

ります。一方、複数名のボランティアで一緒に活動するような場面や、センター内での作業もありますので、
ご自身の取り組める活動についてご協力いただければと思います。
また活動依頼時には対応いただける状況や内容であるかを必ず事前に確認しますので、不安な点や不明な点
は何でもご相談ください。

Q3：外国人ですが、ボランティアに登録できますか？
【A3】： はい、大丈夫です。ただし、日常のコミュニケーションが取れる程度の日本語力が必須です。

東日本大震災直後にも、外国人のボランティアチームが結成され、外国人世帯への情報提供や通訳などの活動を行っ
た例があります。日本人と一緒に多言語支援の活動に参加していただける外国人のボランティアさん、大歓迎です。

Q4：活動場所はどんなところになりますか？
【A4】： 大阪府で災害が発生した場合、府内に多言語支援センター等の支援拠点が設置されます。OFIXの災害ボランティア

の皆さんには、コーディネーターからの依頼により、それらの支援拠点等において活動を行っていただきます。内
容によっては、センターのほか、被災地に出向いたり自宅での通訳・翻訳等の活動をお願いしたりすることもあり
ます。
また、大阪府以外で災害が発生した場合には、近畿圏または全国レベルでの広域的活動も想定されます。
コーディネーターが活動依頼をする際に必ず事前に対応可能か確認しますので、できる範囲でのご協力をお願いし
ます。

Q5：災害ボランティア向けの研修はありますか。
【A5】： OFIXでは大阪府や近畿地域国際化協会連絡協議会と協力し、毎年災害ボランティア向けの研修を実施しています。

研修では、災害時における外国人支援等の講義やワークショップのほか、模擬通訳・翻訳体験を取り入れています。
その他、災害ボランティアにご登録いただいている方については、近畿地域国際化協会連絡協議会の構成団体が
主催する災害ボランティア研修を受講していただくことも可能です。（１回につき最大５名まで。場合によって
交通費補助あり。）

Q6：災害時翻訳について、自宅でも学習する方法はありますか。
【A6】：災害時翻訳を学ぶには、関連用語や実際の災害時多言語情報を知っておくことが肝心です。

自宅での学習には、以下のサイトをご参照ください。

⃝（一財）自治体国際化協会　外国人住民災害支援情報
… http://www.clair.or.jp/tabunka/shinsai/index.html
⃝（特活）多文化共生マネージャー全国協議会　東北地方太平洋沖地震多言語支援センター
… http://eqinfojp.net/?category_name=japanese
⃝（国）東京外国語大学　多言語情報災害支援サイト
… http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/g/tufs_disaster_information/

上記以外の質問につきましてはOFIX（TEL:06-6966-2400/E-mail:info@ofix.or.jp）にお問い合わせください。
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　本ガイドは、在住外国人の方を対象に、災害
（ここでは地震）に関して日頃から気を付けるこ
と、被災の際に取るべき行動をまとめたもので
す。言葉の違う異国で地震の経験のない外国
人の方が、被災時にパニック状態に陥らな
いよう防災について学んでいただくための
ガイドです。

　災害時において必要な支援・救援は多
岐にわたりますが、多言語支援も非常に
重要な支援です。災害ボランティアを目指
す方々には、外国人の方の身になってこの
ガイドをご覧いただき、災害時の支援に役立
ててください。また本ガイドを通訳・翻訳活動
時の参考にしてください。

Disaster-prevention�guide�for�foreign�residents
在住外国人向け防災ガイド

 This guidebook describes how to get prepared for a possible disaster 
(earthquake here) on a daily basis and what to do if it really occurs. This is 
a guide book to help foreigners, who not only speak a different language, 
but also have little experience with earthquakes, learn about disaster 
prevention and help them from panicking when a disaster occurs.

 Among a variety of relief support activities that are necessary, multilingual 
assistance is very important for foreigners. Those who would like to be 
disaster volunteers should read this guidebook to understand the situation 
of foreigners in a disaster. Please make use of this guidebook when 
providing relief assistance during a disaster. You can also make use of this 
guidebook as a reference for your interpretation and translation activities.
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Ⅰ　In the event of an earthquake　地震がおこったら

1　Possible�disasters/damage�triggered�by�earthquake　1�地震の時に起こる災害・被害
Disasters　災害

Tsunami�: 
When an earthquake occurs below the seafloor, a large 
water displacement is caused by a crustal deformation, 
generating a series of seismic sea waves. Keep yourself 
away from sea or river fronts.
【津波】　地震が海底で起こると、地殻のずれが海面に伝わり津波が起きます。
海や川の近くにいる人は注意してください。

Fire�: 
After an earthquake, a fire may 
break out. Wait for the tremors 
to stop, and immediately turn 
off the stove, or put out a fire 
if any.
【火事】　地震の後、火事が起こる可能
性があります。地震の揺れがおさまっ
たらすぐに火を消して、火が出たらす
ぐに消火することが大切です。

Mudslide/Landslide�: 
Mudslides or landslides may occur on steep hillside slopes.
【土砂崩れ、がけ崩れ】　山の急な斜面では土砂やがけが崩れてくる可能性
があります。

Collapse�of�building�:�
Houses or buildings may collapse, making people trapped 
i n s i d e  o r  c r u s h e d 
underneath.

【建物の倒壊】　家や建物がこ
われ、人が下敷きになる場合が
あります。

Damage�to�lifelines,�etc.　ライフライン等の被害

No�electricity�:�
Electric power supply is 
assumed to be cut off and 
remain unavailable until 
the following day at the 
earliest or about a week 
later at the latest .  I t  is 
n e c e s s a r y  t o  h a v e  a 
flashlight on hand.
【電気が止まる】
東南海地震では、早いところで翌日に、
その他でも約1週間で復旧すると想定
されていますが、懐中電灯などの備えが必要です。

No�water�:
Water supply is assumed 
to be cut off in many areas. 
There would be a lack of 
drinking water and water 
for  hygiene and other 
purposes.
【水が止まる】
多くの地域で水道が止まると想定さ
れます。飲料水はもちろん、トイレ
などに使う生活用水も不足します。

No�gas�:
Gas supply is assumed to be 
stopped in most areas, and to 
take  about  one  week  to  be 
recovered. You will likely face 
difficulty in cooking, heating, and 
bathing.
【ガスが止まる】
ほとんどの地域でストップし、復旧まで約1
週間かかると想定され、調理、暖房、入浴な
どに困ります。

No�public�transportation:�
Train, Shinkansen, subway, and 
bus services would stop, making 
it difficult for many people to 
return home, especially those in 
urban areas.
【交通がストップする】
電車や新幹線、地下鉄、バスが止まり、特に
都市部では自宅に帰れない人が多く発生し
ます。

…

在
住
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Communication�Devices�Cannot�
be�Used�:
As there is no electricity to recharge cell 
phones and computers, it would be difficult 
to contact family members or obtain 
information on the Internet.
【通信機器が使えない】
電気が止まるため、携帯電話やパソコンの充電ができず、
家族等との連絡が取れないほか、インターネットなどで
情報を取りづらくなります。

Disaster-prevention�guide�for�foreign�residents
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2　What�to�do�in�the�event�of�an�earthquake　２　地震発生時の行動

When�you�are�at�home　自宅

1�Protect�yourself.�
Get yourself under a table or desk as 
soon as you feel the quake.
1��身を守る　揺れたらまず机の下にかくれる。

2�Put�out�sources�of�fire�
Turn of f  the stove and other  gas 
appliances and shut off the gas at the 
main valves.
2��すばやく火の始末　
ガス器具の火を消し、元栓を閉める。

3�Extinguish�any�fire�
If a fire has started, put it out quickly.

3��火がでたらまず消火　消火器などですばやく消す。

4�Secure�an�exit
Open doors to secure a way out and 
don’t rush out.
4��出口の確保　
あわてて外に飛び出さず、ドアを開けて出口を確保
する。

5��Reconfirm�emergency�
supplies

Make sure there is no missing 
item before taking them out 
with you.
5��持出品の確認　準備しておいた持ち
出し品の中身を再確認する。

6�Obtain�information
Obtain earthquake information 
via radio or others.
6��地震情報の入手　ラジオなどで地震
の情報をキャッチする。

1�At�school�or�work�:
⃝Get under a desk.  
⃝Stay away from a bookcase and windows.
1　職場・学校
⃝机の下にもぐる。
⃝本棚や窓からはなれる。

2�In�an�elevator�:�
⃝ Press all buttons for floors. Get out on whatever floor it 

stops. 
⃝If you are locked in, press the emergency button.
2　エレベーターの中
⃝…全ての階のボタンを押し、止まった階で降りる。
⃝閉じ込められたら非常用ボタンを押す。

3�Driving�a�car�:
⃝ Slowly reduce the speed and pull over to the left side of 

the road.
⃝Do not get out until the shaking has stopped. 
⃝ Leave your car with the key in the ignition and the 

doors unlocked.
3　車の運転中
⃝スピードを落とし、道路の左側に停止させる。
⃝揺れがおさまるまで外に出ない。
⃝キーをつけたままドアロックせず避難する。

4�Near�a�coastline�or�a�cliff�:
⃝Evacuate to higher grounds. 
⃝Immediately get away from locations near a cliff or river.
4　海岸・がけの近く
⃝高台に避難する。
⃝がけの近くや川べりから早めに避難する。

When�you�are�in�other�places�such�as　外出先

In the event of an earthquake
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2　Means�to�contact�your�family　２　連絡方法

Discuss a contact method and a meeting place with your family in case 
you are away from one another during an earthquake.

1）�Emergency�message�board�service　災害用伝言板サービス
Use the message board service available on mobile phones in an 
emergency. An access menu on the service may be presented on the screen 
of your mobile phone, to allow you to post your message or obtain others’. 
For details of the system, check the website of your mobile phone service 
provider in advance as described below : (This service is only in Japanese.)
※Some cell phone models may not be able to property access the QR codes 
below.

■ NTT DOCOMO　NTT ドコモ
https://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/disaster_board/index.html

1▶ i-mode：　iモードでの利用方法：
https://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/disaster_board/guidance/index.html　

2▶ sp-mode：　スマートフォン（spモード）での利用方法：
https://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/disaster_board/guidance_sp/index.html　

■ SoftBank　ソフトバンク
http://www.softbank.jp/mobile/service/dengon/

1▶ iPhone：　iPhone 用アプリのダウンロード：
http://www.softbank.jp/mobile/service/iphone/app/dengon/　

2▶ Smartphone：　スマートフォン用アプリのダウンロード：
http://www.softbank.jp/mobile/service/smartphone/dengon/　

■ au　au
http://www.au.kddi.com/mobile/anti-disaster/saigai-dengon/

1▶ Smart phone・iPhone：　スマートフォン・iPhone での利用方法：
http://www.au.kddi.com/mobile/anti-disaster/saigai-dengon/sp-usage/　

2▶ Future phone：　au ケータイでの利用方法：
http://www.au.kddi.com/mobile/anti-disaster/saigai-dengon/fp-usage/　

■ Y! mobile　ワイモバイル
http://www.ymobile.jp/service/dengon/

Ⅱ　In preparation for disaster　Ⅱ　災害にそなえて

1　Check�safety　1　地震へのそなえ

Inside�and�Around�your�house　家の中や自宅のまわり

大きな災害が起きたときは、携帯電話の画面上に「災害
用伝言板の利用開始」の案内が表示されます。サービス
の有無、内容などは各携帯電話会社のホームページ等
で確認しておきましょう。（本サービスは日本語のみ）

※下記ＱＲコードはお使いの携帯電話の機種に対応し
ていない場合があります。

NTT DOCOMO

SoftBank

au

Y!mobile

1 i-mode

1 iPhone

2Future phone

2sp-mode

2Smartphone

1Smart phone 
iPhone

2   Put a shatter-proof 
film on windows.
…窓ガラスが割れたときに飛
び散るのを防ぐ飛散防止
フィルムを貼る。

1   Use anti-toppling 
devices to prevent 
furniture from falling.
…家具などが倒れないように、
転倒防止金具を取り付け
る。

3   Devise a safe layout 
for  furn i ture ,  and 
avoid putting heavy 
items on top of it.
 家具の置き方に注意し、家
具の上に重いものをのせな
い。

4   Keep the veranda or 
b a l c o n y  t i d y  a n d 
cleared of unstable 
objects that may fall 
easily.
…ベランダに置いてあるもの
を整理し、落ちないよう置
く場所に気をつける。

日頃から、家族が離れ離れになった時の連絡方法と集
合場所を決めておきましょう。

…
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3）�Emergency�voice-mail�service�for�smart�phone�users　災害音声お届けサービス(スマートフォン）
If you have downloaded a special application for emergency voice-mail 
services, you can deliver your message to someone via a packet 
communication network even when telephone lines are cut off. Simply 
dial his/her telephone number and speak your message into the 
microphone in your smartphone to send it.

※1… …被災地の方：自宅の番号または連絡を取りたい被災
地の方の電話番号を入力

  被災地以外の方：連絡を取りたい被災地の方の電話
番号を入力

… …伝言の録音・再生は、固定電話の番号のみが対象と
なります。

*1  For people in disaster-stricken areas: Dial your home number or 
the number of a person from a disaster-stricken area that you 
wish to contact.
For people outside the disaster-stricken area: Dial the number of 
the person in a disaster-stricken area that you wish to contact.
This messaging service covers land-line phones only.

*2 To rerecord your message, press 8 and #.
*3  If you want to continue listening to the remaining messages, 

press 9#.
If you want to leave your own message after listening to a 
message, press 3#.

スマートフォンに専用アプリをダウンローしておけば、
電話がつながらない時も相手の電話番号をスマートフォ
ンに入力し、マイクに向かって話すと〈メッセージ〉で音
声を届けられます。

2）�Emergency�messaging�service�“171”　災害用伝言ダイヤル�171
Use the phone voice-mail service “171” in an emergency to check on safety of 
people you want to reach or leave your information for them. Each message 
can be recorded for up to 30 seconds and stored for 48 hours.

大きな災害が起きた場合に、安否等の情報を、電話
を使って音声で登録・確認できるシステムです。メッ
セージは１件30秒までで48時間保存できます。

Press 　　　　　to end your call *2 Press 　　　　　to end your call *3

伝言を録音するとき（通話料金が必要です）

電話番号を市外局番から入力 ※１ 電話番号を市外局番から入力 ※１

Press 　　　　　to end your callPress 　　　　　to end your call

伝言を再生するとき（通話料金が必要です）

Enter a telephone number (including area code)*1

Record your message for up to30 seconds

伝言ダイヤルセンターに接続

Enter a telephone number (including area code)*1

Your call connected to 
the emergency messaging service center

伝言ダイヤルセンターに接続

９♯を入力して終了※2

Press 　　　　　to end your callPress 　　　　　to end your call
９♯を入力して終了※3

Your call connected to 
the emergency messaging service center

Messages will be retrieved in the latest order
伝言を録音（30秒以内） 伝言を再生

To record a message (to be charged) To listen to a message (to be charged)

※2…［録音のやり直し］は８＃を入力。

※3… …［次の伝言再生］は９＃を入力。［再生後の伝言の録
音］は３＃を入力。
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3　Means�to�obtain�disaster�information　3　情報の入手

1）�Accessing�“Osaka�Disaster�Prevention�Net.”　「おおさか防災ネット」へのアクセス�
This is a portal site administered by the Osaka Prefectural government 
to provide a wide range of disaster information regarding Osaka, 
including weather and earthquake warnings, as well as damage 
situation and evacuation information in the event of a disaster. Always 
check where to contact in case of an emergency.

「おおさか防災ネット」は、異常気象や地震など、災害発生時の被害・避難情報など、大阪府の
幅広い防災情報を提供するポータルサイトです。日頃から災害時の緊急連絡先などを確認し
ておきましょう。

2）�Accessing�and�Registration�with�“Disaster�Info�Mail”�Mobile�Site　携帯電話用サイト（「防災情報メール」）へのアクセス・登録

3）�Contacting�the�“Multilingual�Support�Center�for�Disaster”　災害時多言語支援センターへの連絡

［Japanese  ver.］ http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html
［E n g l i s h  v e r . ］ http://www.osaka-bousai.net/en/pref/index.html
［C h i n e s e  v e r . ］ http://www.osaka-bousai.net/cn/pref/index.html
［ K o r e a n  v e r . ］ http://www.osaka-bousai.net/ko/pref/index.html
［T w i t t e r  v e r . ］ https://twitter.com/osaka_bousai (@osaka_bousai)

①  touroku@osaka-bousai.net
　に空メールを送信

② 自動返信メール本文の
アドレスにアクセス

③ 利用規約画面で
　［同意する］を選択

④ 配信地域選択画面、配信条件選択画面それ
ぞれで希望条件にチェックして［次へ］

　確認画面にて［登録］

Please access the “Disaster Info Mail” mobile site (http://www.osaka-
bousai.net/mobile/pref/) through your cell phone when a disaster 
occurs.  You would be able to obtain emergency information and 
recommendations for evacuation.  If you register, you will be sent 
information about evacuation when a disaster occurs.

Japanese ver.
日本語版

English ver.
英語版

Chinese ver.
中国語版

Korean ver.
韓国・朝鮮語版

Twitter ver.
Twitter版

When a large-scale earthquake or disaster occurs, Osaka’s Multilingual support 
center for disaster will be set up to provide disaster information to foreign 
residents in disaster-hit areas (See Page 3). Details on how to use or contact 
the center will be publicized, as soon as the center is established, on the 
websites of Osaka Prefecture and OFIX, as well as the above-mentioned 
“Osaka Disaster Prevention Net” website.

登録方法

大地震などの災害発生時には、外国人被災者のために
災害情報を多言語で提供するセンターが被災地周辺を
中心として設置されます。連絡方法などの詳細はセン
ター設置後に順次発表されますので、大阪府やOFIXの
ホームページ、①の「おおさか防災ネット」などで確認
してください。

災害時には、携帯サイト「防災情報メール」（http://www.osaka-
bousai.net/mobile/pref/）に携帯電話からアクセスしてください。
緊急情報や避難勧告等を入手できます。
また日頃から本サイトへメール登録しておくと、災害の時に避
難に関する情報などが配信されます。

How…to…
register

① Send a blank e-mail to 
“touroku@osaka-bousai.net”.

② Access the address 
written in the computer-
generated reply mail you 
have received.

③ Choose “I agree” on 
the terms of service 
screen.

④ Make a check in the appropriate box on 
each item and choose “Next.” Complete 
your registration by checking the 
confirmation screen.

Email a message(new)
メール作成〈新規〉

Received mail 受信メール Terms of Service 
利用規約

Delivery Areas
(multiple selection) 
配信地域

Receiver 宛先

Subject 件名

Subject 件名

All Areas 全域指定
□All Areas 大阪府全域

Region 区域指定
□＊＊＊＊　□＊＊＊＊

Area 市町村指定
□＊＊＊＊　□＊＊＊＊

Send 送信

Text 本文

Text 本文

◯＊＊＊＊＊＊＊＊
◯＊＊＊＊＊＊＊＊
◯＊＊＊＊＊＊＊＊
◯＊＊＊＊＊＊＊＊
◯＊＊＊＊＊＊＊＊

Please access the URL below 
and register yourself.
以下の URL にアクセスし、
ユーザー登録を行ってください。

■register 登録

■unregister 解除 I Disagree 同意しない

I Agree 　 同意する Next　次へ

http://mail.osaka-…

http://mail.osaka-…

Reset 選択項目のクリア

…
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Prepare�emergency�pack　非常持出品
Put essential items into a pack and store it at an 
accessible place, so that you can take it easily and 
quickly when you need to evacuate. In deciding what 
items and how many, take into consideration your 
family composition and particular needs.

Prepare�emergency�supplies　備蓄品
Lifelines such as water supply, 
and utility and communication 
services may be cut off when a 
disaster occurs. Prepare at least 
three days’ worth of drinking 
water, food, and other daily 
necessities per person that 
would allow you to get by until 
the lifelines are restored.

災害が起きたときは、水、電気、ガス、通信などのライフラインが停止する可
能性があります。復旧までの間の水や食料、生活用品を、少なくとも一週間以
上備えておきましょう。

Check�evacuation�sites　避難所の確認
Find the locations of your nearest evacuation area and 
shelter.
家の近くの避難所・避難場所が
どこにあるか確認しておきま
しょう。

Participate�in�disaster�prevention�drills�and�other�activities　防災活動（訓練・研修会）への参加
Actively join disaster prevention drills to be held 
in your municipality or local community. There 
are also OFIX-organized disaster prevention 
drills for foreign residents and training programs 
for disaster-relief volunteers. Check for updates 
on the OFIX website.

4　Be�prepared�for�disaster　４　災害へのこころえ

It is said that the first 72-hour period after the occurrence of a large-scale 
disaster matters for your survival. It is important to prepare essential goods 
on a routine basis.

お住まいの市町村や町内会で開催される
防災訓練に、積極的に参加しましょう。
またOFIXでは、外国人のための防災訓練
や災害ボランティア研修などを開催して
います。OFIXホームページの新着情報を
チェックしてください。

大きな災害が起きてからの72時間は、生き延びるための
大事な時間であると言われています。大きな災害が起こ
る前に、必要なものは日頃から備えておきましょう。

逃げるときに持っていくものを、
バッグにまとめておきます。用
意したバッグは、いつでも持ち
出せる場所に置いておきましょ
う。さらに家族構成や家庭の事
情にあわせて、準備するものを
検討しておいてください。

After the tremors have stopped, residents in areas 
where there is a possibility of flooding are advised to 
evacuate to higher grounds or to a building 3 stories or 
higher.  It is important not to return home until the 
tsunami alert has been lifted.  Please check beforehand 
the location of Tsunami Evacuation Buildings on the 
hazard map provided by municipalities. 

【津波避難ビル】 地震の揺れがおさまったら浸水の恐れのある地域では
高台や鉄筋コンクリート３階以上の高いところへ避難して下さい。…津
波警報・注意報が解除されるまで決して戻らないことが重要です。津波
避難ビルの位置は、市町村が出しているハザードマップ等で事前に確認
しておいてください。

Evacuation Center is a place to evacuate to when you 
have lost your home or need to evacuate from your 
home because of a disaster in the area.  It is possible to 
stay there for a period of time.  Please check beforehand 
the location of Evacuation Centers on the hazard map 
provided by municipalities.   

【避難所】 地震等の災害で、自宅を失った場合や避難が必要となった場合
に避難する場所です。一定の期間、滞在することが可能です。避難所の位
置は、市町村が出しているハザードマップ等で事前に確認しておいてくだ
さい。

Tsunami�Evacuation�Building Evacuation�Center
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【Appendix�1】　Foreign�consulates�in�Kansai　資料１　在関西（総）領事館

Name�of�Organization
総領事館・領事館

Address
住所

TEL�for�public
電話

Australian�Consulate-General�in�Osaka
在大阪オーストラリア総領事館

16F…Twin…21…MID…Tower,…2-1-61…Shiromi,…Chuo-ku,…Osaka…540-6116
〒540-6116…大阪市中央区城見2-1-61…ツイン21…MIDタワー16階 06-6941-9271

Consulate-General�of�the�People's�Republic�of�China�
in�Osaka
在大阪中華人民共和国総領事館

3-9-2,…Utsubohonmachi,…Nishi-ku,…Osaka…550-0004
〒550-0004…大阪市西区靭本町3-9-2 06-6445-9481

Consulate-General�of�France�in�Kyoto
在京都フランス総領事館

8…Izumidono-cho…Yoshida,…Sakyo-ku…,…Kyoto…606-8301
〒606-8301…京都市左京区吉田泉殿町8

075-761-2165
2988

Consulate-General�of�the�Federal�Republic�of�Germany�
in�Osaka-Kobe
在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館

Umeda…Tower…East_35Ｆ ,…1-1-88-3501…Oedonaka,…Kita-ku,…Osaka…
531-6035
〒531-6035…大阪市北区大淀中1-1-88-3501梅田スカイビルタワーイースト35階

06-6440-5070

Consulate�General�of�India,�Osaka
在大阪インド総領事館

Senba…IS…Buil.…10F,1-9-26,…Kyutaro-machi,…Chuo-ku,…Osaka…541-0056
〒541-0056…大阪市中央区久太郎町1-9-26…船場 IS.ビル10階 06-6261-7299

Consulate-General�of�the�Republic�of�Indonesia�in�Osaka
在大阪インドネシア共和国総領事館

Resona… Semba… Building… 6F,… 4-4-21…Minami… Semba…Chuo-ku…Osaka…
542-0081
〒542-0081…大阪市中央区南船場4-4-21…りそな船場ビル6階

06-6252-9827
9871 

Consulate-General�of�Italy�in�Osaka
在大阪イタリア総領事館

Nakanoshima-Festelival… Tower… 17F,… 2-3-18…Nakanoshima,… Kita-ku,…
Osaka…530-0005
〒530-0005…大阪市北区中之島2-3-18…　中之島フェスティバルタワー17階

06-4706-5820

Consulate-General�of�Mongolia�in�Osaka
在大阪モンゴル国総領事館

Epson…Osaka…Bldg.…19F,…3-5-1…Bakurocho,Chuo-ku,…Osaka…541-0059
〒541-0059…大阪市中央区博労町3-5-1、エプソン大阪ビル19階 06-6241-7761

Consulate-General�of�the�Kingdom�of�the�Netherlands�
in�Osaka-Kobe
在大阪・神戸オランダ王国総領事館

Twin21…Mid…Tower…33F,…2-1-61,…Shiromi,…Chuo-ku,Osaka…540-6133
〒540-6133…大阪市中央区城見2-1-61…ツイン21…MIDタワー33階 06-6944-7272

Consulate�of�the�Islamic�Republic�of�Pakistan�in�Osaka
在大阪パキスタン・イスラム共和国領事館

4F,… ITM…Buil.…Asia…Pacific…Trade…Center,　2-1-10,…Nankokita,…Suminoe-
ku,…Osaka…559-0034
〒559-0034…大阪市住之江区南港北2-1-10　アジア太平洋トレードセンターITM4HI

06-6569-3106

Consulate-General�of�the�Republic�of�Panama�in�Kobe
在神戸パナマ共和国総領事館

7F…Yamamoto…Bldg.,…71…Kyomachi,…Chuo-ku,…Kobe…650-0034
〒650-0034…神戸市中央区京町71　山本ビル7階

078-392-3361
3362

Consulate-General�of�the�Republic�of�the�Philippines�
in�Osaka-Kobe
在大阪・神戸フィリピン共和国総領事館

Twin21…Mid…Tower…24F,…2-1-61,…Shiromi,…Chuo-ku,…Osaka…540-6124
〒540-6124…大阪市中央区城見2-1-61…ツイン21…MIDタワー24階 06-6910-7881

Consulate-General�of�the�Republic�of�Korea�in�Osaka
在大阪大韓民国総領事館

2-3-4,…Nishi-shinsaibashi,…Chuo-ku,…Osaka…542-0086
〒542-0086…大阪市中央区西心斎橋2-3-4 06-6213-1401

Consulate-General�of�the�Republic�of�Korea�in�Kobe
在神戸大韓民国総領事館

2-21-5　Nayakayate-dori,…Chuo-ku,…Kobe…650-0004
〒650-0004…神戸市中央区中山手通2-21-5

078-221-4853
4855

Consulate-General�of�the�Russian�Federation�in�Osaka
在大阪ロシア連邦総領事館

1-2-2,…Nishimidorigaoka,…Toyonaka-City,…Osaka…560-0005
〒560-0005…豊中市西緑ヶ丘1-2-2

06-6848-3451
3452

Royal�Thai�Consulate-General�in�Osaka
在大阪タイ王国総領事館

Bangkok…Bank…Buil.…4F
1-9-16,…Kyutaro-machi,…Chuo-ku,　Osaka…541-0056
〒541-0056…大阪市中央区久太郎町1-9-16　バンコックバンクビルディング4階

06-6262-9226
9227 

British�Consulate�General�in�Osaka
在大阪英国総領事館

Epson…Osaka… Building… 19F,… 3-5-1… Bakuro-machi,… Chuo-ku,　Osaka…
541-0059
〒541-0059…大阪市中央区博労町3-5-1…エプソン大阪ビル19階

06-6120-5600

American�Consulate-General�in�Osaka-Kobe
在大阪・神戸アメリカ合衆国総領事館

2-11-5…Nishitenma,…Kita-ku,…Osaka,…530-8543
〒530-8543…大阪市北区西天満2丁目11－5 06-6315-5900 

Consulate-General�of� the�Socialist�Republic�of�
Vietnam�in�Osaka
在大阪べトナム社会主義共和国総領事館

4-2-15,…Ichino-cho,…Sakai-city…590-0952
〒590-0952…堺市堺区市之町東4-2-15 072-221-6666

…
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■Emergency�Pack�Checklist　■�非常持出品リスト

Common�items…(necessary…for…every…household)　基本品目　あらゆる家庭に共通して必要

Category
カテゴリ

Check 
box

チェック
Item　品名

Check date
点検日… Category

カテゴリ
Check 

box
チェック

Item　品名

Check date
点検日…

1st
1回目

2nd
2回目

1st
1回目

2nd
2回目

■ Drinking water　飲料水 ／ ／ ■ Flashlight　懐中電灯 ／ ／

■ Emergency foods (canned food, biscuit, etc.)
乾パン・缶詰等非常食 ／ ／ ■ Portable radio　携帯ラジオ ／ ／

■ Cotton work gloves　軍手 ／ ／ ■ Batteries　乾電池 ／ ／

■ Towels　タオル ／ ／ ■ Candles / Lighter　ローソク/ライター ／ ／

■ Plastic bags　ポリ袋 ／ ／ ■ Multipurpose knife　アーミーナイフ ／ ／

■ Bath tissue / Wet wipe
トイレットペーパー/ウェットティッシュ ／ ／ ■ Helmet (padded headgear)　ヘルメット（防災ずきん） ／ ／

■ Cash (coins)　現金（小銭） ／ ／ ■ Portable plastic toilet　簡易トイレ ／ ／

■ Mobile phone　携帯電話 ／ ／ ■ Dry shampoo　水を使わないシャンプー ／ ／

■ Bank book / Seal　預金通帳／印鑑 ／ ／ ■ Shoes　くつ ／ ／

■ Health insurance card / Driver’s license
健康保険証写/運転免許証 ／ ／ ■ First-aid kit / Medicine　救急医療品/常備薬 ／ ／

■ Passport　パスポート ／ ／ ■ Writing utensils　筆記用具 ／ ／

■ Resident card 　在留カード ／ ／ ■ Clothes (including underwear)　上着/下着 ／ ／

■Emergency�Stockpile�Checklist　■�備蓄品リスト

Category
カテゴリ

Check 
box

チェック
Item　品名

Check date
点検日 Category

カテゴリ
Check 

box
チェック

Item　品名

Check date
点検日

1st
1回目

2nd
2回目

1st
1回目

2nd
2回目

■ Drinking water　飲料水 ／ ／ ■ Solid fuel　固形燃料 ／ ／

■ Foods (vacuum-packed foods, canned foods, snacks, etc.)
食料（レトルト食品/缶詰/お菓子など） ／ ／ ■ Blanket / Sleeping bag　毛布/寝袋 ／ ／

■ Toiletries　洗面用具 ／ ／ ■ Disposable heat pads　使い捨てカイロ ／ ／

■ Pots / kettle　鍋/やかん ／ ／ ■ Newspaper　新聞紙 ／ ／

■ Basic cutlery (disposable chopsticks, paper plates, paper cups, etc.)
簡易食器（わりばし/紙皿/紙コップなど） ／ ／ ■ Face masks　マスク ／ ／

■ Bath tissue / Wet wipe
トイレットペーパー/ウェットティッシュ ／ ／ ■ Tools (Rope / Shovel, etc.)　工具類（ロープ/スコップなど） ／ ／

■ Plastic wrap / Aluminum foil
ラップ/アルミホイル ／ ／ ■ Portable plastic toilet　簡易トイレ ／ ／

■ Tabletop stove / spare gas cylinders
卓上コンロ/ガスボンベ ／ ／ ■ Rain gear　雨具 ／ ／

【Appendix�2】　資料２　非常持出品／備蓄品リスト

To minimize potential damage, when a disaster strikes, prepare 
an emergency pack that you can easily grab before evacuating. 
The next step is to prepare supplies enough for you to hold on 
for one week until emergency support arrives. Prepare what 
your family would need, by referring to the list below.

災害時の被害を最小限に抑えるため
に、避難時にすぐ持ち出せる「非常持
出品」を準備しておいてください。ま
た次の段階として、救援物資がとど
くまで自足するための「備蓄品」（約
１週間分）の準備も必要です。下記の
リストを参考に、自分の家庭で必要
なものを準備しておきましょう。

Food�and�water
Daily�item

s
Valuables

Others
食
料
品

生
活
用
品

貴
重
品

そ
の
他

Daily�item
s

生
活
用
品

Others

そ
の
他

Food�and�water

食
料
品



■ My information　■ 本人

Name　名前

Address in Japan　住所

Telephone Number　電話番号

Mobile Phone Number　携帯番号

E-mail Address (PC)　メールアドレス

E-mail Address (Mobile Phone)
携帯メールアドレス

Name(s) of Person(s) Living Together
同居者氏名

■ My family/relative/friend information　■ 家族・知り合い連絡先

Name　名前

Address　住所

Telephone Number　電話番号

Mobile Phone Number　携帯番号

E-mail Address (PC)　メールアドレス

E-mail Address (Mobile Phone)
携帯メールアドレス

Relationship　本人との関係

Name　名前

Address　住所

Telephone Number　電話番号

Mobile Phone Number　携帯番号

E-mail Address (PC)　メールアドレス

E-mail Address (Mobile Phone)
携帯メールアドレス

Relationship　本人との関係
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Map�of�shelters�around�my�home�

■ Key contacts　■ 必要な連絡先

Fire Department
消防署 119
Police Department
警察署 110

Japan Coast Guard　
海上保安庁 118

Disaster Messaging System
災害用伝言ダイヤル 171

City Office　市役所

Ward Office　区役所 

Town Office　町役場

Embassy / Consulate in Kansai
在関西大使館・領事館

Electricity　電気

Gas　ガス

Water　水道

Shelter / Evacuation Area　避難場所

Meeting Place with my Family
家族との集合場所

Other Contacts
その他必要な連絡先

【Appendix�3】　
My�Disaster�Prevention�Memo

Cl ick  this  URL and v iew the 
disaster prevention map of Tokyo 
and its vicinities.
URLをクリックすると、東京都を中心と
した防災マップが表示される

1

2

4

5

Enter your address to 
d i s p l a y  t h e  a r e a 
around your home.
住所を入力して周辺地図
を表示

Check the “Disclose information” 
box and select  “Nat ionwide 
shelter information”

「情報を表示」に☑を入れ、
「全国－避難所情報」を選択

Your nearby shelters are 
identified with a red circle.
避難所が赤丸で表示される

3 Check “Display all layers.” 
「すべてのレイヤーを表示」
をクリック

google　防災マップ 検 索

…

在
住
外
国
人
向
け
防
災
ガ
イ
ド

Disaster-prevention�guide�for�foreign�residents

You can check on shelter or related other locations near 
your home on the Google disaster prevention map.
google防災マップで、自分の家の近くの避難所を確認することができます。

　資料３　防災メモ 　資料４�自宅周辺の避難所マップ
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