ほ ご し ゃ

みなさま

保護者の皆様

平成 30 年 6 月 18 日 7 時 58 分頃、大阪府北部を震源とした地震
が発生し、大阪では最大震度 6 弱、木津川市では震度 4 が観測されま
した。学校や幼稚園では、日常的に避難訓練を行い、地震が起こった
時の避難の仕方や心構えを学習しております。しかし、今回の地震は、
登校・登園の時間帯と重なっていたということもあり、子どもたちは
様々な状況で地震に遭遇し、避難しました。幸いにも大きな事故につ
ながることはありませんでしたが、近い将来に発生が危惧される南海
トラフ地震など、今後このような大地震に遭遇する可能性が木津川市
でもあります。また、台風の接近による風や雨の被害も全国的に見ら
れ、木津川市においても、避難所開設、避難勧告等も発令されました。

いろんな
さいがいに
そなえよう。

今後、そのような事態に備え、子どもたちのかけがえのない命を守
るためには、子どもたちの防災意識と知識・能力を高め、災害から身
を守る力をはぐくむことが重要です。保護者の皆様にも、子どもたち
と一緒に考えていただくことにより、家族の防災意識の向上や家庭や
地域の防災対策に取り組んでいただきたいと思います。ご理解、ご協
力をお願いします。
ようちえん

しょうがっこう

ねんせい

幼稚園・小 学 校１・２年生のみなさん
き づ が わ し

みなさんが すんでいる 木津川市でも、おおきな じしんなど
の さいがいが おこるかもしれません。さいがいが おこって
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も、みなさんが じぶんのことは じぶんで まもれるように、ハ
ひと

ンドブックを おうちの人と いっしょに よんで かんがえてみ
ましょう。

【じしんに そなえよう】

ゴロ ゴロ …。 「かみなり」 に、ごちゅうい！

じしんは、いつ、どこで おきるか わかりません。おこった
ときに どうするのか かんがえて、じしんに そなえましょう。

おと

ゴロ ゴロ…と、かみなりの 音が きこえてき
たり、ひかるものが みえたりしたら、すぐに た

つぎのことに きをつけよう。

なか

てものの中に にげましょう。

①
②
③

「おちついて」
「あたまを まもりながら」
「あぶないところから はなれる」

【そとにいるとき】
おと

き

・かみなりの音が きこえたら、たかい 木や でん
なか

はい

ちゅうから はなれ、たてものの 中に 入る。
ようちえん

がっこう

い

かえ

【幼稚園や 学校へ 行くとき、帰るとき】
◎ゆれが はじまったら

か

じ

「火事」 は、みぢかな さいがいです！
か

じ

火事は、いちばん みぢかで、きけんな

あたま

か

じ

ひ

・かばんや うわぎなどで 頭 を まもる。

さいがいです。火事に つながる 火あそびは

・うえから おちてくる かわらや ガラスに ちゅういする。

ぜったいに しません。
か じ

・ブロックべいや じどうはんばいき など、
たおれそうなものに ちかよらない。
・あわててみちに とびださない。

【火事にきがづいたら】
・できるだけ はやく にげる。にげたら、もどらない。
・けむりを すいこまないように、ハンカチで
くち

口と はなを おおって、しせいを ひくくして

◎ゆれがおさまったら
がっこう

そと

外に でる。

ようちえん

・学校や 幼稚園、 こうえんなど
にげる。

ひろいばしょに

か

じ

ひと

・火事が おこったことを、ちかくの人に おおごえで
しらせる。

ようちえん

がっこう

【幼稚園や 学校に いるとき】

お おあ め

大雨 がふると、こうずいに ちゅうい！
たいふう

◎ゆれが はじまったら

あめ

台風などで、たくさんの 雨が ふると、

した

・つくえの下で ゆれが おさまるのを まつ。

こうずいが おこることが あります。
かわ

みず

また、川や ようすいろは、水が ふえたり、あ
ふれたりするので とても あぶないです。

◎ゆれが おさまったら
せんせい

ぜんな ばしょに にげる。

【いえのなかにいるとき】
そと

うんどうじょう

・先生の はなしや ほうそうを きいて、運 動 場などの あん

で

・ひとりで 外に 出ません。
いえ

・ひなんじょに ひなんするときは、おうちの人と いっしょに

なか

【家の 中に いるとき】

こうどうします。
◎ゆれが はじまったら

【そとにいるとき】
・できるだけ、はやく いえに かえる。

・ものが おちてきたり、たおれ
たり するところから はなれる。
ほん

かわ

みず

・川や ようすいろは、水がふえ、ながされ
て しまうことが あるので、ぜったいに
ちかづかない。

・クッションや 本などで あたまを
まもる。
した

はい

・つくえの 下に入り あたまや、からだを まもりましょう。
◎ゆれが おさまったら
あし

そと

で

・われたガラスなど 足もとに きをつけて いえの 外に 出る。

お子様と一緒に、確認してください
◎ 地震が発生し、休園・休校になるとき
【震度の基準と対応】
木津川市において「震度５弱」※以上の地震が発生した場合は、臨

たいふう

おおあめ

じしん だけでなく、台風や 大雨も、こわい
さいがいです。
たいふう

台風が ちかづいて くると

時休園･休校となります。
・下校後から夜中 24 時までに地震が発生 → 翌日臨時休園・休校

たいふう

なつから あきに かけて、台風が

・夜中０時から登校するまでに地震が発生 → 当日臨時休園・休校

ちかづいて きます。

※震度５弱：家具が動き、棚の中のものが落ちるぐらいの揺れ。

たいふう

あめ

台風が ちかづくと、雨がたくさん

テレビ等で報道される地震の情報を聞いて、震度を知りま

かぜ

ふったり、つよい風が ふくことも あ

しょう。

ります。
いえ

◎ 木津川市防災情報メールを登録しましょう！

【家のなかにいるとき】
そと

木津川市では、防災情報のメール配信を行っております。避難勧告・

で

・外には 出ないようにする。

河川洪水・土砂災害警戒情報等
の緊急情報が配信されます。

【外にいるとき】

また、防災行政無線で放送さ

かえ

・なるべく はやく いえに 帰る。

れた内容もご確認いただけます。

・かさを さしていると あぶないので、かっぱ
右の QR コードを読み取り、

登録用 QR コード

の

ほうが よい。

bousai.kizugawa-city@raiden.ktaiwork.jp 宛てに空メールを送信
かぜ

いただくと、数分以内に登録用 URL が記載されたメールが届きます。
URL にアクセスし、必要事項を入力すれば登録が完了します。

き

・風で、木などが たおれてきたり、やねが
わらや かんばんが とばされてきたり
することが あるので きをつける。

