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令和４年（2022年）9月1日（木曜日） No.１５１２区のおしらせ 9 月 1 日号

　９月１日は防災の日です。
　ここ東京に大きな被害をもたらす
と考えられる首都直下地震は、今後
30年以内の発生率が70％といわれ、
いつ発生しても不思議ではありませ
ん。さらに、近年では令和元年東日
本台風や令和２年７月豪雨など、全
国各地で風水害による大規模な被害
も発生しています。
　こうした自然災害から、自分や家
族の命を守るためには、災害の種類
や規模に応じて適切な避難行動を取
ることが大切です。また、電気・ガ
ス・水道などのライフラインやエレ
ベーターの停止に備えた対策も重要
です。
　この機会に改めて確認しましょう。

災害時の避難

　中央区では、約９割の世帯がマン
ションなどの共同住宅に住んでいま
す。建物の多くは耐震性能が高く、
倒壊による壊滅的な被害は受けない
と想定されていることから、ご自宅
などが安全な場合には「在宅避難」を
お願いします。
　一方で、建物被害などによりご自
宅での生活ができなくなった場合は、
新型コロナウイルス感染症が収束し
ない状況下であっても、必ず安全な
場所に避難してください。また、避
難先として、安全な親戚や知人宅へ
の避難（分散避難）も検討してくださ
い。

家庭での備え

水・食料の備蓄
　水・食料は最低でも３日分、でき
れば１週間分を用意しましょう。

備蓄の目安
飲料水 1人1日3ℓ×3日×家族分
食料 1人1日3食×3日×家族分

◎ 日頃から食べ慣れているものや使
い慣れているものを少し多めに購
入しておく「日常備蓄」がおすすめ
です。

　また、乳幼児、高齢者や女性など
が家庭にいる場合には、それぞれに
対応する食品や医薬品などを多めに
購入しておくと安心です。

◎ ペットを飼っている方は、ペット
フードやトイレシートも用意して
おきましょう。

簡易トイレの備蓄
　配管の安全が確認できるまでは、
簡易トイレを使用しましょう。

備蓄の目安
1人1日5枚×3日×家族分

◎ 配管が損傷した状態でトイレを使
用してしまうと、詰まったり、水
漏れしたりする可能性があります。

簡易トイレの使い方
① 便座を上げて、便袋受けネット（な

ければポリ袋などで代用）をセッ
トします。

② 便座を下げて、便袋を被せて使用
します。

③ 説明書に従い、凝固剤を便袋の中
に入れます。

◎ 吸水シートタイプは使用前にシー
トを便袋の中に入れます。

④ 便袋の空気を抜いて、しっかりと
口を結びます。

⑤ 使用後は「燃やすごみ」として廃棄
します。

◎ 通常の燃やすごみと分けて収集す
るため、「し尿ごみ」と表示してく
ださい。
①

③

②

④

家具類転倒・落下・移動、ガラスの
飛散防止
　過去の大地震では、家具類の転倒
や落下、割れたガラスの飛散などで
けがをした人が多く見受けられまし
た。また、家具類の転倒などにより、
避難経路がふさがれたりする可能性
があります。家具類転倒防止器具の
設置や、ガラスの飛散防止フィルム
の貼り付けを行いましょう。

避難所に避難する際の
お願い

　避難する際に備え、非常用持出袋
を準備しましょう。非常用持出袋の
中身は、自分が避難生活を送るため
に必要なものを考えて用意しておく
と安心です。
　また、マスク、体温計、消毒液、
室内履き、ビニール袋（外履き保管
用）などの感染症対策物品も持参し
てください。

避難所での過ごし方
　感染症流行下での避難所では、検
温や体調確認、マスクの着用、手洗

防 災 特 集

別表2
一時集合場所 利用町会・自治会 変更日変更前 変更後

弾正橋北西児童遊園
（京橋2－18－1先）

城東小学校
（八重洲2－2－1）

八重洲二丁目北、八重洲二丁目中、
八重洲二丁目南、京橋一丁目東、京
橋一丁目西、京橋宝一、京橋二丁目
東、京橋二丁目西、京橋宝二、京橋
三丁目、京橋宝三

9月1日

防災拠点の移転および
一時（いっとき）
集合場所の変更

　城東小学校の改築完了に伴い、防

災拠点を別表１のとおり移転します。
また、一時集合場所を別表２のとお
り変更します。

い（手指消毒）や咳エチケットの徹底
にご協力ください。
◎ 新型コロナウイルス感染症拡大時

における避難行動の詳細ついては、
区のホームページをご確認くださ
い。

安否確認と情報収集

　災害時は、電話回線の規制やアク
セスの集中などにより、電話やイン
ターネットがつながりにくくなりま
す。日頃から安否確認手段や正しい
情報を収集する手段を確認しておき
ましょう。
安否確認・連絡手段
・災害用伝言ダイヤル171
・災害用伝言板
・ SNS（Twitter、Facebook、

LINEなど）
災害時の情報収集
・防災行政無線
・緊急告知ラジオ
・中央区ホームページ
・中央区防災マップアプリ
・ちゅうおう安全・安心メール
・ 中央区公式SNS（Twitter、Face 

book、LINEなど）

▲中央区防災
　マップアプリ

▲ちゅうおう安心・
　安全メール

区民向け防災
パンフレットの配布

　災害に対する日頃の備え方を始め、
地震発生時の行動、区や地域の防災
対策などを紹介している、「わが家
わがまちの防災ハンドブック」（令和
４年３月改訂）を区役所１階防災課
窓口で配布しています。
　ご家庭や地域・マンションの防災
対策にご活用ください。

防災用品のあっせん

　区内にお住まいの方や事業所を対
象に、長期保存が可能な飲料水、非
常食や家具類転倒防止器具などの防
災用品のあっせんを行っています。
チラシと申込書を防災課窓口で配布
しています。
◎ 令和４年10月に商品の追加・変更

および値上げを実施します。詳し
くはホームページをご覧ください。

風水害への備え

　風水害は、気象情報によりあらか
じめ予測が可能なことから、被害を
未然に防ぎ、軽減するために事前の
備えをお願いします。
　台風による暴風雨や集中豪雨の際
には、雨風が強まった時間帯での避
難は危険なため、気象情報や区から
の避難に関する情報を確認した上で、

「在宅避難」、「垂直避難（建物の上階
への避難）」や「分散避難」を推奨します。
　特に高齢の方など、避難に時間を
要する方は、早めの避難を心掛けて
ください。

事前にすべき対策・備え
・ 側溝や建物の排水溝を清掃する。

排水ポンプがあれば点検しておく。
・ 道路の雨水排水を妨げないよう、

雨水升の上に物を置かない。
・ 土のうや防水板を早めに設置する。
（事前に準備しておく）

・ 風で飛ばされそうな物は飛ばない
よう固定したり、家の中へ格納する。

・ 水・食料・簡易トイレなどの備蓄、
非常用持出袋の準備をしておく。

・ ハザードマップを確認し、自宅の
浸水の可能性について知っておく。

◎ 台風や大雨が予想される場合には、
テレビやラジオなどをはじめ、気
象庁のホームページなどで、小ま
めに情報収集をしましょう。

別表1
拠点名 名称・所在地 移転日

城東小学校
防災拠点

城東小学校
（八重洲2－2－1）9月1日

　水害について
　危機管理課危機管理担当
　☎（３５４６）５０８７

逢防災課防災担当
　☎（３５４６）５５１０
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区民相談全般・窓口のご案内については、「まごころステーション」☎（3546）0561へお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

自殺の現状
　区ではこの５年間に自殺によって
失われた命は150人。年平均30人です。
健康、経済的な問題や仕事、介護、
人間関係など誰にでも起こりうるさ
まざまな要因が複雑に絡み、誰にも

相談できず、自殺に追い込まれてし
まうといわれています。
　多くの自殺は、個人の自由な意思
や選択の結果ではなく、そう判断す
るしかないほどに追い込まれた末に
発生しています。自殺を考えている

人は「死ぬしか
ない。でも生き
たい」と激しく
葛藤し、周囲に何らかのサインを出
しています。いつもと様子が違うと
感じたら、声を掛け、相談機関につ
なぐことが大切な人の命を救います。

ご相談ください
　東京都では、自殺対策強化月間中
に特別相談を実施します（別表１の
とおり）。また区では、相談窓口を
記載したリーフレットを作成し、保
健所、保健センターなどで配布して
います。また区のホームページにも
相談窓口を掲載しています。
自殺予防パネル展示

　区では、自殺予防に関する知識を
分かりやすくまとめたパネル展示

（別表２のとおり）や区内施設にポス
ター掲示を行います。

逢中央区保健所健康推進課予防係
　☎（３５４１）５９３０
　日本橋保健センター健康係
　☎（３６６１）５０７１
　月島保健センター健康係
　☎（５５６０）０７６５

相談案内
相談案内 日　時 会　場 予約・相談先

区民相談 月～金曜日 午前8時30分～午後5時 まごころステーション 予約不要

法律相談
毎週金曜日

午後1時～4時

区民相談室
☎（3546）9590毎月第2・4水曜日 日本橋特別出張所

毎月第1・3月曜日 月島特別出張所
人権擁護相談 毎月第3木曜日

区民相談室

予約不要国の行政相談
行政書士相談 毎月第3水曜日

☎（3546）9590司法書士相談 毎月第1火曜日
成年後見・司法書士相談 毎月第3火曜日
遺言・公証相談 毎月第1水曜日
年金相談 偶数月の第4水曜日 予約不要
税務相談 毎月第2・4水曜日 ☎（3546）5266
分譲マンション管理相談 毎月第2・4月曜日 京橋プラザ区民館 ☎（3561）5191
不動産取引相談 毎月第3月曜日

区民相談室 ☎（3546）9590土地家屋調査測量・表示
登記相談 毎月第4木曜日
建築物の耐震相談 月～金曜日 午前8時30分～午後5時 建築課 ☎（3546）5459
住宅住み替え相談 毎月第1月曜日 午後1時～4時 区民相談室 ☎（3546）5466
高齢者のための住み替え相談 毎月第2・4火曜日 ☎（3546）5355
高齢者の保健福祉・介護
保険の相談

月～金曜日 午前8時30分～午後5時 介護保険課 予約不要 月～土曜日 午前9時～午後6時 各おとしより相談センター
「シルバーワーク中央」
おおむね55歳以上の方の
無料職業紹介・相談

月～金曜日 午前9時～午後4時 シルバーワーク
中央 ☎（3551）9200

「ブーケ21」女性相談 毎月第1･5水、第4火曜日 午前10時～午後4時 女性センター
「ブーケ21」 ☎（5543）0653毎月第2火、第3水曜日 午後3時30分～8時30分

相談案内 日　時 会　場 予約・相談先
女性相談

月～金曜日 午前8時30分～午後5時 子育て支援課 ☎（3546）5350ひとり親家庭相談 
家庭相談
保育園入園相談 保育課 予約不要
子どもと子育て家庭の総合相談 日～土曜日

午前9時～午後5時
子ども家庭支援センター ☎（3534）2255

来所教育相談 月～土曜日 教育センター ☎（3545）9200
こどもの発達相談

月～金曜日
子ども発達支援センター ☎（3545）9844

障害のある方の相談全般 午前8時30分～午後5時 障害者福祉課 予約不要
午前9時～午後6時 基幹相談支援センター ☎（6264）3957

精神に障害のある方の一
般相談

月・水・木曜日 午前9時～午後7時 障害者地域活動支援セ
ンター「ポケット中央」 ☎（3541）1021土・日曜日、祝日

（火・金曜日を除く） 午前9時～午後6時

保健福祉相談
月～金曜日 午前8時30分～午後5時

保健所・保健センター 予約不要
くらしとしごとの相談 生活支援課（自立相談支援機関）☎（3546）5496
生活保護の相談 生活支援課（福祉事務所）☎（3546）5303

福祉サービス苦情・相談 毎月第1・3水曜日 ①午前10時～正午
②午後1時～3時

福祉サービス
苦情・相談窓口（福
祉保健部管理課内）

☎（3546）8373

商工相談
月～金曜日

午前9時～午後5時 商工観光課 ☎（3546）5330

消費生活相談 午前9時～午後4時 消費生活センター ☎（3543）0084
☎（3546）5727

交通事故相談 午前8時30分～午後4時 中央交通事故相談所 ☎（3206）0507
電話相談（予約不要）

「ブーケ21」
電話女性相談 毎週月曜日 午前10時～午後4時 女性センター

「ブーケ21」 ☎（5543）0653

認知症サポート電話相談 月～金曜日 午前8時30分～午後5時 介護保険課 ☎（3546）5286
電話医療相談 午前9時～午後4時 中央区保健所 ☎（3545）1875
電話教育相談、こども
電話相談 月～土曜日 午前9時～午後5時 教育センター ☎（3545）9203

◎
切
り
取
っ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

◎ 相談日が祝日・休日な
どに当たる場合は変更
になることがあります。

令和４年
9月1日現在

自殺防止！東京キャンペーン
９月は東京都の自殺対策強化月間です

別表1　こころの悩みなどについての電話相談
相談窓口 電話番号など

（全国）フリーダイヤル特別相談 
（東京） 
（NPO法人国際ビフレンダーズ東
京自殺防止センター）

【特別相談】 
☎（0120）589090（全国）　☎（5286）9090（東京） 
8月25日（木）～29日（月）午後8時～ 
8月30日（火）午後5時～ 
8月31日（水）午後8時～ 
いずれも翌２時30分まで

【通常相談】 
☎（5286）9090（東京） 
毎日午後8時～翌午前2時30分 
ただし月曜日　午後10時30分～、火曜日　午後5時～

有終支援いのちの山彦電話 
－傾聴電話－ 

（NPO法人有終支援いのちの山彦
電話）

☎（3842）5311
【特別相談】9月の火・水・金・土・日曜日・祝日
各日正午～午後８時

【通常相談】 
毎週火・水・金・土曜日　正午～午後8時

自殺予防いのちの電話 
　（（一社）日本いのちの電話連盟）

【特別相談】 
☎（0120）783556 
9月10日（土）午前8時～11日（日）午前8時 
9月1日（木）～30日（金）各日午後４時～9時

【通常相談】 
☎（3264）4343 
毎日24時間（社福）いのちの電話　東京いのちの電話

東京都自殺相談ダイヤル 
～こころといのちのほっとライン～ 

（東京都（NPO法人メンタルケア
協議会））

☎（0570）087478 
【特別相談】 
9月10日（土）～14日（水）　　各日24時間

【通常相談】 
毎日正午～翌午前5時30分

自死遺族傾聴電話　 
（認定NPO法人グリーフケア・
サポートプラザ）

☎（3796）5453 
【特別相談】 
9月6日（火）～9日（金）　正午～午後4時

【通常相談】 
毎週火・木・土曜日　各日正午～午後４時

自死遺族相談ダイヤル 
（NPO法人全国自死遺族総合支援
センター）

☎（3261）4350 
【特別相談】 
9月12日（月）～14日（水）　午前10時～午後８時

【通常相談】 
毎週木曜日　午前10時～午後８時
毎週日曜日　午前10時～午後６時

◎フリーダイヤル以外の相談先は通話料・通信料がかかります。
◎ 0570で始まるナビダイヤルは携帯電話の無料通話やかけ放題プランなどの対象外です。
　特別相談以外にも、さまざまな機関の相談窓口を設けています。
　詳細は茜をご覧ください。
茜�https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/tokyokaigi/
　madoguti/index.html

◆LINE相談
東京都福祉保健局公式LINEアカウント
　相談ほっとLINE＠東京
　毎日午後3時～11時（受付は午後10時30分まで）
　利用方法は茜をご覧ください。
茜https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/tokyokaigi/
　rinji1/linesoudan.html

別表2
期　間 会　場

9月1日（木）～
8日（木） 中央区保健所

9月9日（金）～
15日（木） 中央区役所

9月16日（金）～
22日（木） 日本橋特別出張所

9月23日（祝）～
30日（金） 月島特別出張所

広域避難場所の指定見直し

　広域避難場所とは、大規模な火災
が発生した場合に、火災から一時的
に身を守るために避難する場所です。
　この避難場所は、東京都震災対策
条例に基づき都が指定しているもの
で、市街地状況の変化や人口の変動
などを考慮しておおむね５年ごとに
見直しが行われており、令和４年９
月１日に広域避難場所の指定見直し
が適用されます。
中央区における変更内容
・避難場所の地区割当の変更
・「地区内残留地区」の拡大
◎ 地区内残留地区とは、建物の不燃

化が進み、大規模な火災が発生す
る恐れがなく、万が一火災が発生
しても地区内の近い距離に避難す
れば安全が確保できる地区です。

変更後の広域避難場所

広域
避難場所 町　名

あかつき公
園一帯

築地四丁目8～16番、築地六
丁目1～19番・21～26番、
築地七丁目

新川ツイン
ビル地区 入船、湊

佃リバーシ
ティ地区 佃

晴海地区 月島、勝どき一～四丁目、晴海

地区内残留
地区

八重洲、京橋、銀座、新富、
明石町、築地一～三丁目、築
地四丁目1～7番、築地五丁
目、築地六丁目20・27番、
浜離宮庭園、八丁堀、新川、
本石町、室町、本町、小舟町、
小伝馬町、大伝馬町、堀留町、
富沢町、人形町、小網町、蛎
殻町、箱崎町、馬喰町、横山
町、東日本橋、久松町、浜町、
中洲、日本橋、茅場町、兜町、
勝どき五～六丁目、豊海町

※日本橋の冠称は省略
◎下線部分は今回変更のあった区域です。

　２面のつづき


