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地震
　いざというときの備えが大切です。
　地震はいつ起こるかわかりません。
地震が発生したとき、被害を最小限に
抑えるには、１人ひとりがあわてずに
適切な行動をとることが重要です。い
ざというとき、落ち着いて行動できる
よう、日頃から地震に対する心構えを
身に着け、各家庭において地震への備
えをしておきましょう。

 地震対策

災害に備えて

災
害
に
備
え
て

再確認！　地震発生直後の行動
　地震発生…�自分の身を守り、揺れがおさまったら、火元の

確認と出口の確保。
　１～２分…�家族の安全を確認する。非常用持出品などを用

意し避難の準備をする。
　　　　　　＊�土砂災害の危険がある場合はすぐに避難する。
　３～５分…�余震に注意し、隣近所で

協力しあって初期消火や
救出救護など助け合う。
ラジオなどで正しい情報
の収集を！�

： 地震発生から約2分以内に震度3以上を観測した地点があると、その地点を含む地域名がテレビなどで「地震速報」と
して発表されます。津波が予想されるときは、地震速報に続いて発表します。

：震源位置、規模、震度3以上の地点を発表します。
：震源、規模および各地の震度1以上の震度観測地点を発表します。

まずわが身の安全をはかる
　何よりも大切なのは命。
地震が起きたら、まず第一に身の安
全を確保する。

1

地震に関する情報とは？

すばやく火の始末、あわてず、
さわがず、冷静に

　揺れがおさまったら、調理器具や
暖房器具などの火を確実に消す。

2

脱出口を確保する
　建物内にいるときは、ドアや窓を
閉めたままだと、建物がゆがみ出入
口が開かなくなることがある。

3 火がでたらまず消化を
　「家事だ！」と大声で叫び、隣近
所にも協力を求め、初期消火に努め
る。

4

外に逃げるときはあわてずに
　外に逃げるときは、瓦やガラスな
どの落下物に注意し、落ち着いて行
動する。

5 狭い路地、塀ぎわ、
がけや川べりには近寄らない

　ブロック塀・門柱・自動販売機な
どは倒れやすいので注意する。

6

がけ崩れ、山崩れ、津波に注意
　山間部や海岸地帯で地震を感じた
ら、早めに避難態勢をとる。

7 避難は徒歩で、荷物は最小限に
　避難場所・避難所には、小・中学
校などが指定されている。車を使わ
ずに徒歩で避難する。

8

みんなで協力して応急救護を
　お年寄りや身体の不自由な人、
けが人などに声をかけ、みんなで
助け合う。

9 正しい情報をつかみ、
余震を恐れるな

　うわさやデマにまどわされない。
テレビやラジオで正しい情報を。

10

■地震速報・津波速報

■地震情報
■各地の震度に関する情報

地震から身を守る10か条

生活安全課　☎0296-75-3111問い合わせ先

●�地震対策
●�風水害・土砂災害対策
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○貴�重�品� 現金、預金通帳、印鑑、健康保険証など
○非常食品� 水、乾パン、缶詰、レトルト食品など
○生活用品� �懐中電灯、ラジオ、電池、ろうそく、マッ

チ、軍手、洗面用具、タオル、ティッシュ、
ナイフ、缶切りなど

○衣　　類� 下着類、防寒衣、雨ガッパなど
○医�薬�品� �消毒液、キズ薬、絆創膏、湿布、包帯、ガー

ゼ、脱脂綿、胃腸薬、かぜ薬、常備薬など
○そ�の�他� �ヘルメットなどの安全帽、簡易カイロ、

ビニールシートなど

最低3日分を準備しておきましょう！
○飲�料�水� 飲料水は1人1日3リットルを目安に
○非常食品� �乾パン、缶詰、アルファ米、栄養補助食

品、レトルト食品、インスタント食品、
お菓子、調味料など

○燃　　料� 卓上コンロ、固形燃料、ガスボンベなど
○その他の生活用品
　�生活用水（風呂や洗濯機に備蓄、寝る前はやかんやポッ
トにも水を入れておく。）毛布、寝袋、洗面用具、ポリ
容器、なべ、バケツ、トイレットペーパー、使い捨て
カイロ、ろうそく、さらし、ロープ、バール、スコップ、
ビニールシート、ガムテープ、キッチンラップなど

風水害・土砂災害　備えと対策
　風水害はある程度予測できますが、近年は局地的な大雨な
どにより、全国各地で大規模な土砂災害が発生しています。
気象情報に十分注意し、万全の対策をとるようにしましょう。
　☆何よりも早めの避難が大切です。

＜自主避難＞
　災害発生の恐れがある場合は、避難準備勧告、避難勧告、
避難指示を発表しますが、これらの発表がされなくても、
危険な場所にいる場合や、危険を感じたときは、早めに自
主避難をしてください。
　避難にあたっては、大雨が降っていたり、浸水したりし
ている場合があるので、慎重に行動しましょう。
　自主避難をする場合は、市役所生活安全課（☎0296-75-
3111）に連絡してください。
【自主避難所として開設を予定している場所】
・岩瀬地区＝岩瀬福祉センター
・真壁地区＝真壁福祉センター
・大和地区＝大和中央公民館

土砂災害の前兆現象
がけ崩れ…�がけにひび割れ、がけから水が湧き出る、

木が傾く、倒れる、小石がバラバラ落ちる。
土�石�流…�異常な山鳴り、地鳴り、山の樹木がザワザワ

と騒ぐ、山が裂ける音、腐った水のにおい、
川の水位が急に下がる。川の水が急に濁る。

地すべり…�地面や道路にひび割れ、斜面から水が噴出す
る、川や池が濁る、木の騒ぐ音、裂ける音、
家が傾く。

＊集合場所や避難所は事前に確認しておきましょう。
　市の避難所は、15ページに記載してあります。
＊�土砂災害ハザードマップは、市のホームページで確認で
きます。「土砂災害ハザードマップ」で検索してください。

＊�普段から災害について家族で話し合っておきましょう。

 風水害・土砂災害対策

災
害
に
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て

非常用持ち出し品を準備しておきましょう！ 備 蓄 品

再 確 認

非常時持ち出し品

備 蓄 品災害用伝言ダイヤル「171」
　災害時は、安否確認などの電話が殺到し、電話がつながり
にくくなります。このような状況でも安否確認や避難先の連
絡などを取り合うことができるのが「災害用伝言サービス」
です。
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顧客名称 ：有限会社蛯原工務店

建築・修理・リフォーム エリアマップ5図 E‐4

住まいのことならお気軽にどうぞ

有限会社蛯原工務店
一般建築設計施工
新築・増改築・リフォーム等、住まいに関する事何でもご相談下さい。
■桜川市富岡83
■TEL:0296-75-4418

あり

コマ広告
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※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：０１３
コード番号：０５６
顧客名称 ：有限会社一真堂

和洋菓子店 エリアマップ1図 C‐2

確かな素材を職人の技でつくりあげたこだわりのお菓子

有限会社 一真堂
桜川謡曲もなかをはじめ、季節のお菓子、各種引菓子な
ど取り揃えてご来店をお待ちしています。
■桜川市明日香1-22-1
■TEL:0296-75-2120 ■FAX:0296-75-2259
■営業時間／8:30～19:30 ■定休日／火曜日（祝日の場合は営業）
■URL:http://www.e-monaka.jp ■E-mail:sakura@e-monaka.jp あり（7台）

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：０１４
コード番号：０４５
顧客名称 ：有限会社柳田建工
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暮らしを変えよう

有限会社柳田建工
住まいづくり・リフォームに関するご相談・無料お見積
りなど、お気軽にお問い合わせください。
■桜川市西飯岡1185
■TEL:0296-75-4422
■FAX:0296-75-0599
■URL:http://yanagida-kenkou.jp/ あり
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■画像著作権：確認済



14

15
W90mm×H30mm

　

16
W90mm×H30mm

　

 119番のかけ方

災害に備えて

火災・救急通報
　119番は、加入電話でも携帯電話でも、局番なしの
「119」でつながります。
　119番から通報するときは、あわてずに落ち着いて係
員からの問いかけに答えるようにしてください。
　携帯電話から119番すると、通報する場所によって、隣
接の消防本部の指令室につながる場合がありますが、場
所が桜川市内であることを伝えると、筑西広域消防本部
の指令室に転送されます。

住宅用火災警報器の設置
　消防法や火災予防条例の改正に
より、すべての住宅に住宅用火災
警報器の設置が義務付けられてい
ます。火災から大切な生命と財産
を守るために、まだ設置されてい
ない方は早めの設置をお願いしま
す。設置場所は原則として寝室
で、寝室が２階の場合は、階段に
も設置が必要です。

救急・火災情報のテレフォンサービス
（筑西広域消防本部）
　休日・夜間時の診療可能な医療機関や火災・救助の
情報は、テレフォンサービスをご利用ください。
☎0296-25-0111

防災行政無線のテレフォンサービス
　防災行政無線で放送した最新の内容を確認できるテ
レフォンサービスです。
☎0296-58-4115
　＊注）放送後24時間を過ぎた内容は確認できません。

119番通報手順

火事もしくは救急を発見したら

■周囲に大きな声で知らせる。　→　安全なところに避難して119番通報。

「119番消防署です。火事ですか？救急ですか？」

火事です。 救急です。

「どこが燃えていますか？」 「場所はどちらですか？」

■発生場所は正確に
　○○市○○町○○番地の××です。
　�（できるだけ番地まで答えてください。アパートやマンショ
ンであれば部屋番号までお願いします。）

■場所を正確に
　�○○市○○町○○番地の××です。
　�（できるだけ番地まで答えてください。アパートやマンショ
ンであれば部屋番号までお願いします。）

「何が燃えていますか？」 「何がありましたか？」

■何が燃えているか具体的に
　�○○が燃えています。（家、工場、倉庫、車、山など）
　�（燃えている状況や逃げ遅れなどの状況について係員が質問
しますのでわかる範囲で答えてください。）

■状況を具体的に
　�急病です。けが人です。事故です。など
　�（意識状態や既往症などについてもわかる範囲で答えてくだ
さい。応急手当が必要な場合は、係員が指示することがあ
りますので従ってください。）

「あなたのお名前と連絡先を教えてください。」

名前は、○○です。連絡先は、○○-○○○○です。

災
害
に
備
え
て

生活安全課　☎0296-75-3111
桜川消防署　☎0296-75-3592

問い合わせ先

●�119番のかけ方
●�避難所一覧
●�備蓄倉庫
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施設名 所在地 電話 地図座標

岩瀬福祉センター 鍬田612 ☎0296-76-2940 1図B-3

岩瀬体育館(ラスカ) 岩瀬2685-14 ☎0296-75-6600 1図E-3

総合運動公園 岩瀬2685-14 ☎0296-75-6600 1図E-3

岩瀬中央公民館 東桜川1-21-1 ☎0296-75-0344 1図D-3

岩瀬高齢者センター 岩瀬1973-3 ☎0296-75-1328 1図E-3

岩瀬小学校 鍬田553-5 ☎0296-75-2059 1図B-4

坂戸小学校 西飯岡512-4 ☎0296-75-2103 5図E-4

羽黒小学校 友部201 ☎0296-75-2239 2図C-2

猿田小学校 猿田413-1 ☎0296-76-1255 8図C-2

南飯田小学校 南飯田1-1 ☎0296-75-2048 6図B-3

岩瀬西中学校 富岡535 ☎0296-75-2104 5図E-4

岩瀬東中学校 磯部466 ☎0296-75-5119 6図B-4

農村環境改善センター 加茂部1491 ☎0296-75-6555 2図D-3

坂戸幼稚園 西飯岡558-1 ☎0296-75-2149 5図E-4

岩瀬保育所 西桜川2-29 ☎0296-75-2074 1図C-3

岩瀬東部保育所 友部170-2 ☎0296-75-2309 2図C-3

岩瀬北部保育所 南飯田885-1 ☎0296-75-2204 6図B-3

茨城県立岩瀬高等学校 岩瀬1511-1 ☎0296-75-2475 1図D-2

真壁福祉センター 真壁町山尾604-1 ☎0296-54-2441 4図D-4

真壁伝承館 真壁町真壁198 ☎0296-23-8521 4図C-3

真壁体育館 真壁町古城377 ☎0296-54-0753 4図D-3

 避難所一覧
施設名 所在地 電話 地図座標

真壁小学校 真壁町田25 ☎0296-55-0069 4図C-4

紫尾小学校 真壁町椎尾1687 ☎0296-55-0439 9図B-3

谷貝小学校 真壁町下谷貝
1146-1 ☎0296-54-0671 7図D-5

樺穂小学校 真壁町長岡437 ☎0296-55-0279 8図A-5

桃山中学校 真壁町伊佐々158 ☎0296-55-0157 4図B-5

桜川中学校 真壁町亀熊570 ☎0296-55-0667 7図E-5

大和中央公民館 羽田1028-1 ☎0296-58-7117 3図A-3

大和体育館 羽田1028-1 ☎0296-58-7117 3図A-3

大和体力増進センター 羽田1028-1 ☎0296-58-7117 3図A-3

大和ふれあいセンター
「シトラス」 羽田989-1 ☎0296-20-6300 3図A-3

雨引小学校 本木1591 ☎0296-58-5019 3図C-3

大国小学校 大国玉597 ☎0296-58-5022 7図D-2

大和中学校 羽田1000 ☎0296-58-5042 3図A-3

やまと保育所 羽田803 ☎0296-58-6060 3図A-3

やまと幼稚園 大国玉13 ☎0296-58-5096 7図D-2

 備蓄倉庫
施設名 所在地 電話 地図座標

桜川市役所岩瀬庁舎 岩瀬64-2 ☎0296-75-3111 1図C-3
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建築 エリアマップ6図 C‐3

皆さまの住まい造りに奉仕する

・総合建設設計施工（茨城県知事許可一般13237号）
・木造・手造り建築を現代のニーズに生かす。
■桜川市小塩233
■TEL:0296-75-1908 ■FAX:0296-75-1396
■E-mail:nakatakensetsu@deluxe.ocn.ne.jp
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製造業 エリアマップ7図 D‐1

ラッキングカバー

有限会社 アクト稲商
保温・保冷用外装材の製造 販売

■桜川市上野原地新田222-12
■TEL:0296-76-2803
■FAX:0296-76-0199
■営業時間／8:30～17:30 ■定休日／土曜、日曜、祝日 あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：０１７
コード番号：０７２
顧客名称 ：平出畳店

畳店 エリアマップ1図 B‐4

創業90年の実績 お客様の喜びが私の幸せです

平出 畳店
この畳店に任せておけば大丈夫だ、と言われるような信頼。
丁寧に美しく仕上げ、満足していただきたいと心がけています。
■桜川市岩瀬209-4
■TEL:0296-75-2157
■営業時間／8:00～18:00
■定休日／不定休 あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済

校了日 校了印

年 月 日
印

修正提出日

年 月 日

校正出し日： 2015年2月16日
案件名 ：シティマップ 桜川市くらしのガイドブック
商品コード： 8GH200H0A
割付番号 ：０１８
コード番号：０４６
顧客名称 ：酒味処かもん

飲食 エリアマップ1図 B‐2

法事・お祝い・大小宴会承ります

海鮮和食処かもん
おかげさまでランチも大変ご好評をいただいております。
ぜひ、ご賞味ください。（ランチタイム：11：30～14：00）
■桜川市岩瀬910-4
■TEL:0296-76-5777
■営業時間／11:30～14:00、17:00～22:00
■定休日／月曜日 あり

コマ広告

※修正がある場合は、この原稿用紙に直接修正内容を記入しFAXしてください。
※校正に修正がない場合は、校了日・校了印にご記入後、FAXしてください。
FAX

■画像著作権：確認済
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