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ロサンゼルス郡に多くある非法人地域の住民

として、皆さんは緊急時の計画策定と準備の

重要な一翼を担っています。非法人地域は市

の一部ではなく、5 人で構成されるロサンゼル

ス郡の管理委員会によって統治されています

。管理委員会はお住まいの地域の「市議会」

として機能し、皆さんに影響を及ぼす政策や

規制の策定に責任を持ちます。委員会はま

た、レクリエーション、固形廃棄物処理、都

市計画、警察、消防、ソーシャルプログラム

を含むサービスをお住まいの地域に提供する

郡の各部門を統括します。ロサンゼルス郡は

洪水、火災、地震、社会不安、津波、テロ攻

撃などの災害が発生した場合、最初の対応組

織となります。 

このガイドは皆さんにロサンゼルス郡で発生

した災害への対処および復興に向けた備えを

支援するためのものです。私たちの目的は、

災害が発生した際に自活を可能にするための

ヒントを提供することです。このガイドに加

え、緊急事態に対する意識を高め、家族や近

隣住民、コミュニティーを守るために必要な

スキルを磨くことをお勧めします。地域危機

緊急対応チーム（CERT）の資格を取得し、地

元の CERT 災害対応チームに参加しましょう

。CERT 災害対応チームは、大災害の後でコ

ミュニティーが迅速な復興を遂げる能力を強

化します。  

このガイドは皆さんの出発点です。災害への

備えの詳細については、郡の緊急事態サバイ

バルプログラム（ESP）のウェブサイト

www.espfocus.org をご覧になるか、(323) 
980-2260 までご連絡ください。緊急事態や災

害に備える方法について、無料で情報を提供

しています。 
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 災害 

ロサンゼルス郡

で起こる 

に対応するには 

ロサンゼルス地域は地震、洪水、地滑り、原野

火災、竜巻、都市火災、津波、有害物質の流出

、テロ、社会不安など、さまざまな破壊的な緊

急事態の危険にさらされています。1933年、

1971年、1987年、1994年には南カリフォルニ

アで大地震が起こり、郡に大きな被害が出まし

た。著名な科学者で構成されたワーキンググル

ープによる最近の報告書では、向こう 30年以内

に南カリフォルニアでマグニチュード 7.0以上

の地震が起こる確率は 86％に上るとの試算が示

されています。 

  

緊急事態はコミュニティーを守るための資源が

一掃されると災害になります。災害時には郡の

関連部門が住民への支援提供に向け全力を尽く

します。しかしながら、大規模な災害では複数

の事件や公共の安全維持に向けた必要性のため

、郡による対応が不可能になる可能性もありま

す。緊急時の対応では第一に、支援が最も必要

とされている分野に集中しなければなりません

。生命の危機にさらされている人々や、深刻な

被害に見舞われた地域を優先する必要があるの

です。一部の地域では災害後数日にわたり、専

門的な助けが得られないということが起こり得

ますし、またそうなる可能性が高いでしょう。 

  

大災害では数百人、数千人が自宅を失い、緊急

対応および支援のための食料、水、避難所など

の資源が逼迫することもあります。 

  

このガイドが皆さんと皆さんの家族が大規模災

害を生き延び、災害からの普及を支援すること

を目的に作られました。ここで示されているこ

とや提供される助けについてよく理解し、家族

を守るための措置を取りましょう。  

  
チーフ・エクゼクティブ・オフィス 

緊急管理オフィス 
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あなたが緊急事態の第一発見者となり、当局に通報す

る立場になることもあります。通報には 911 を利用し

ましょう。発信地を特定するため、できれば固定電話

（自宅や職場の電話など）からかけてください。 

  

緊急事態を目にしたときには、誰かが 911 に電話した

だろうと考えてはいけません。より多くの人が 911 に

連絡するほうが良いのです。それぞれの通報により、

さらに詳しい状況が明らかになるためです。 

  

緊急時に携帯電話からの通報が多いと、オペレーター

につながるまでにかなりの時間がかかることがありま

す。 

  

携帯電話からの呼び出しでは位置情報が特定できない

こともあります。携帯電話から緊急通報を行う場合に

は： 

  

 通話が途切れたり切れたりしてしまった場合に備

え、オペレーターにすぐに自分の携帯電話番号を伝

えましょう。 

 場所を聞かれたら、事件が発生した場所を伝えて

ください。 

緊急時には 

9-1-1 に電話 
10 



 災害に備えるための 

４つのステップ 
大規模な地震、津波、火災、洪水、テロ、その他の災害への備えはできていますか？緊急時に何

をするか考え始めるべき時は、事態が起こる前です。以下のシンプルなガイドラインに沿って、

家族や近隣住民、ビジネス、学校などでよりよく準備をし次の災害の後で自給自足できるように

しましょう。 

  

ロサンゼルス郡と郡内の各市は、郡、州、連邦政府およびボランティア機関が提供する緊急サー

ビスと調整するための公式な災害計画を策定しています。非法人地域の住民に基本的なサービス

の提供を継続するためにあらゆる努力をしますが、災害時の生存は皆さんとご家族の備えが十分

かどうかにかかっています。 

1.  計画を 

  立てる 
  12 ページから 

2.  必要なものを         
    確保する 
  36 ページから 

3.  情報を 

   収集する 
  43 ページから 

4.  活動に 

   参加する 
  46 ページから 
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 家族の緊急時計画 

緊急事態への備えを始めるのに良いのは、家族の緊

急時計画を立てることです。この計画にはペットを

含む世帯の構成人員すべてを含めてください！ 

10 の 
絶対に欠かせない 

    アクション              

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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居住地で脅威となるものを知る 

待ち合わせ場所を決める 

• 自宅の外 
• 近隣地区の外 

州外の連絡先を選ぶ 

避難経路を知る 

• 出口と自宅を離れるための他

の道 

水道・ガス・電気の止める場所を

知る 
• ＊水道  ＊ガス  ＊電

気 

学校と介護センターの 

緊急対応を調べる 

• 緊急避難所や必需品の供給 

• 交通 

必要な場合は避難するために 

各部屋で安全な場所を知る 

• 学習机やデーブルの下 
• 内装壁に沿った場所 

予備の医薬品を用意する 

下記の人々に特別な対策を取る 
• 子供 

• 高齢者 

• ペット 

• 障碍者 

• 英語を話さない人 

年 1回の避難訓練のスケジュール

を立てる 
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世帯の緊急時連絡先情報 

 

名前 場所 電話番号 E メール 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

計
画
を
立
て
る 

  

世帯のコミュニケーションプラン 

  

ゆっくり時間をかけて、世帯の構成者にと

って重要な連絡先および州外の連絡先を記

録しましょう。 

TIP 

家族の緊急計画を作るためのオンラ

インツールが入手可能です。

Ready.gov の「Make a Plan」をご

利用ください。 
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連絡先 名前 電話番号 

地域の個人的な緊急連絡先     

病院（職場の近く）      

病院（学校の近く）     

病院（自宅の近く）     

ホームドクター     

      

      

      

雇用者の連絡先と緊急情報     

学校の連絡先と緊急情報     

宗教団体など     

第 1 連絡先 第 2 連絡先 

名前 名前 

住所 住所 

職場電話番号 職場電話番号 

自宅電話番号 自宅電話番号 

携帯電話 携帯電話 

E メールアドレス E メールアドレス 

緊急情報 

州外の緊急連絡先情報 

計
画
を
立
て
る 



 
計
画
を
立
て
る 

  

火災時の 

避難 
計画 

建物の緊急プランの詳細は
www.fire.lacounty.gov/SafetyPreparedness 
をご覧下さい。 

1. 家族と一緒に、火災時に自宅からどう脱出する
かについて段階を追ったプランを作成します
。自宅の略図を描いてみましょう。 

2. 各部屋から出るための道順を 2 つ考えます。特
に寝室が大切です。 

3. 全員がすべての鍵、および窓とドアを素早く開
けられるよう確認します。 

4. 安全バーに緊急時には簡単に解除できるような
装置が組み込まれていることを確認します。  

5. 2 階の窓から逃げなければならない場合、安全
に地面に着地できる方法を確認します。子供
や障害者のためには特別なやり方を考えてく
ださい。 
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計
画
を
立
て
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自宅からの脱出経路の略図 

16 



 
計
画
を
立
て
る 

17 



 

 
計
画
を
立
て
る 

  
  

緊急時の備えでは近隣地域や近所の

人のこととそしてどのように 協力で

きるかを考えましょう。緊急の場合

にまず助けなければならないのは多

くの場合において近隣住民、友人、

同僚です。 

近所の人 
は災害対応の専門家ではありませんが 

主要な災害において 
通常は救助活動の 70％を

担っています。 

 

介助を必要とする人 

 

家族の緊急時計画が世帯の構成員すべてのニー

ズを満たしているか確認します。緊急時には近

隣住民の支援ネットワークを設立することを考

えてみましょう。以下の人は特別な介助を必要

とする場合があります。 

  
• 高齢者 

• 派遣労働者、臨時工 

• 妊婦、新生児のいるカップル 

• 1人では住居を離れられない人 

• 英語を話せない人 

• 手術後の患者 

• 身体障害、感覚障害、認知障害のあ

る人 

• 交通手段にアクセスできない人 

• 特別食が必要な人 

  
特別な介助を必要とする人は避難警告を避難命

令をとして捉え、ただちに対象区域を離れる準

備を始めるようにしてください。 

障害者の緊急計画についての詳細は

www.espfocus.org にある ESP の冊子「安全でコン

トロールされた状態を保つ」をご覧ください。  
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計
画
を
立
て
る 

避難 

  
避難警報 
自主避難とも呼ばれ、自宅や地域を離れる準備を

する時であることを意味します。家族、ペット、

最小限の必需品、重要書類をまとめ、緊急対応当

局からの指示を待ちます。特別な医療ケアが必要

だったり移動に制限がある場合、避難警報が発令

された時点で危険区域を離れる準備をしてくださ

い。馬や大型動物をお持ちの場合も、この時点で

避難を開始することが求められます。 

  

避難命令 
強制的避難とも呼ばれ、シェリフ局もしくは消防

局から直接発令される、自宅や職場をただちに離

れるようにとの指示です。避難命令に従わないと

他の人の生命を危険にさらすだけでなく、傷害や

死亡につながることもあります。対象区域を離れ

たら、避難命令が解除されるまで戻ることはでき

ません。 

  

避難所 

対象区域の避難命令が長期化する場合、郡の要請

により赤十字が設置することがあります。避難所

の場所は安全性評価が完了して避難所への避難で

影響を受ける人たちの入所の準備が整い次第、地

元当局が発表します。 

 

現地避難(シェルター・イン・

プレイス) 
屋内にとどまることが最も安全であることを意味

します。当局から「シェルター・イン・プレイ

ス」の指示が出された場合、エアコン、換気ユニ

ットを切り、窓やドアの周辺など室内の隙間をふ

さぎ、ラジオで危険が去ったという当局の発表を

待ちましょう。外に出ても安全という指示がある

までは、シェルターから出ないでください。 

 

鉄砲水 
  
鉄砲水注意報は、お住まいのエリアで

鉄砲水が発生する可能性があることを

意味します。 

鉄砲水警報は鉄砲水が発生している

か、すぐに発生することを意味しま

す。 

避難をする際は、他の人に自分の居場所を知らせ

るため自宅にメモなどの情報を残すことを忘れな

いでください。避難対象区域外の連絡先を含める

ようにしましょう。 
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必需品 
10 個の 

避難時のチェックリスト 計
画
を
立
て
る 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

6 

9 

10 

重要書類 

• ソーシャル・セキュリティ

ー・カード 

• 運転免許証 

• パスポート 

• 医療カードと医療記録 

• 保険の情報 

州外の連絡先リスト 

防災用品 

現金とクレジットカード 

着替え 

• 家族それぞれの服 

衛生用品 

• 歯ブラシと歯磨き粉 

• シャンプーと石鹸 

• 化粧水 

• デオドラント 

• ティッシュとトイレッ

トペーパー 

家族写真 

ベビー用品 

• おむつ 

• 粉ミルク 

• ベビーフード 

• 着替え 

特別に必要なもの 

• 車椅子、ステッキ、歩

行器 

• 医薬品 

• 補聴器（および予備の

電池） 

ペット用品 

• 身固体識別書と予防

接種記録 

• キャリーとケージ 

• 口輪と鎖 

• ペットフードと水 
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子供の状態 
を確認するために 

誰に 

電話をすべきか 

 

学校の 
   安全 

 ロサンゼルス郡の学校に通う子供がいる場

合、学校の防災計画のコピーを入手して家

族の緊急計画に含めることが大切です。学

校の防災計画は次のような質問に対応して

いる必要があります。 

子供たちは原野火災やその他の緊急時に

保護されますか？ 

保護される場合、学校は子供たちの安全

を確保するためにどのような予防策を取

りますか？ 

学校は親が子供たちに与えた防災用品を

保管していますか？ 

その場合、私は最近に内容が更新しまし

たか？  

学校は子供たちをケアするために十分な

防災用品を持っていますか？ 

子供を迎えに行く、もしかは誰かに頼ん

で迎えに行ってもらうことは可能です

か？ 

子供たちは避難させられますか？ 

その場合、どこに避難させられるかを知

知っていますか？  

子供が特別な薬を必要とする場合、緊急

時に備えて学校の保健室で短期間の必要

分を保管してもらうことはできますか？ 

子供の学校の緊急連絡先は最新のもので

すか？ 

はい  いいえ 計
画
を
立
て
る 
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計
画
を
立
て
る 

TIP 

緊急時に学校に直接連絡することは避けてください。学校

の電話回線は、緊急時の支援要請や避難手配のために職員

が利用します。公立校についての情報はロサンゼルス郡教

育管理事務所のウェブサイト www.lacoe.edu をご覧になる

か、KAVL 610 AM、KFI 640 AM、KHTS 1220 AM を聞い

てください。 

学校が始まる前 
道路の安全が確保できない、もしくはその他の理由

で、1校もしくはすべての学校がオープンできない場

合、地区の監督官が学校閉鎖を宣言し、各学校は地元

のラジオ局に閉鎖を放送してもらうよう通知します。

状況が許せば、用務員、管理人、事務スタッフなどの

職員は通常通り勤務するよう知らされます。 

  

学校が始まっていたら 
その日の授業が始まっている場合、生徒は通常の下校

時間、もしくは緊急カードに記載されている保護者が

確認されて連れ出すまでは学校にとどまります。気象

条件が悪い場合、すべての生徒が学校を引き取られる

まで校長か学校の代表が校内に残ります。通学バスな

どの運営者は、地区の道路状況が生徒を安全に下校さ

せるのに適しているかどうかを校長か監督官に通知し

ます。学校が終わった時点で地震やその他の災害によ

り親や保護者が子供を迎えに来られない場合、生徒は

学校で保護されます。学校はこうした状況に備え、校

内に残った生徒や職員のための食料や必要品を備蓄す

るよう計画しておくことが求められます。 

  

学校からの避難 
洪水、火災、学校設備の損壊により個々の学校で避難

措置が取られた場合、生徒はスクールバスやその他の

手段で地区の他の学校に避難します。親や保護者は地

元のラジオなどで、避難措置が取られたことや子供を

迎えに行くための移送先情報を入手してください。 

公立学校の閉鎖 
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職場の 

備え やるべきこと 

 

潜在的な危険を認識し、事業

運営にどのような影響が出る

可能性があるか考える。 

• 地震 
• 火災 
• 停電 
• 洪水 
• 水害 
• 強盗 
• 危険な状況 

災害への備えを開始し、事業

継続の計画を立てる。 

• 緊急連絡リスト 

• 重要な連絡先 

• 必須な記録 

• 必要設備 

• 代わりとなる業務拠点を特定する 

必需品を備蓄し、従業員に対

し職場に防災用品を用意して

おくことを奨励する。 

• 応急処置用品 
• 食料 
• 水 
• 明かり 
• 通信手段 
• 道具 
• 衛生関連 

建物への損害を軽減するため

に取るべき措置を特定する。 

• 建物の所有者と話す 

• 安全点検をしてもらう 

• 消防保安官に相談する 

「姿勢を低く（Drop）、頭を

覆い（Cover）、つかまる

（Hold On!）」を練習する。 

• 机の下 

• テーブルの下 

• 窓から離れた場所に行く 

• 姿勢を低くする 

• 首と頭を覆う 

危険が去ったら、まず負傷者

を確認する。次に建物に深刻

な損害がないか調べる。 

• 人命の安全を把握する 

• 建物の外での安全を把握する 

• 建物内部での安全を把握する 

• 建物の詳細な点検を行う 

• ミーティングの場所を確保する 

事業運営の再開に向け、事前

に立てた計画を利用する。 

• 危険への脆弱性について詳細な評価を実施する 

• 策定した計画について従業員や顧客に話す 

• コミュニティー内で復旧に必要な資源を見つけ

る 

• 最良の実践で災害計画を精緻化  

•   する 

計
画
を
立
て
る 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

このページの情報は、冊子「地震に耐え得るビジネスの構築に向けた 7つのステップ」に基づいています。

詳細は www.earthquakecountry.org をご覧ください。 
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信仰の場を災害に備える 

 さらに詳しいことおよび宗教団体の災害計画のテンプ

レートは Emergency Network Los Angeles のウェブ

サイト www.enla.org でご利用になれます。  

信仰の場で最新の緊急計画が策定されていることを確

認してください。信仰の場がどのように大災害に対処

するのか決め、コミュニティーでその実践に向けて訓

練する機会を持ちましょう。 

 

• 潜在的な危険と脅威を特定する 

• 災害を想定して建物の準備を行う 

• 避難計画を立てる 

• 災害への準備と対応についてスタッフを訓練する 

• 災害後に信徒を助けるために準備する 

• コミュニティーの他のメンバーを助けるために準備

する 

• 電話連絡網を設置する 

• 必要事項の連絡を受けるためのグループの代表を任

命する 

計
画
を
立
て
る 
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警告 

給湯器内の水は 

非常に熱くなっていま

す。怪我をしないように 

注意してください！ 

計
画
を
立
て
る 

水の備蓄 

安全で信頼性の高い緊急時の水の備蓄には、一般に販

売されているペットボトル入りの水を購入することが

推奨されます。水は元の容器に入れたまま保管し、必

要になるまでは開封しないでください。消費期限もし

くは賞味期限に注意しましょう。 

  

• 正常に活動的な人間は 1日最低 2リットルの水

を摂取する必要があります。子供や授乳中の

母親、その他の人はより多くの水が必要で

す。 

• 気温が非常に高い場合、摂取すべき水の量は倍

になることもあります。 

• 飲用と調理用合わせて、1人 1日当たり最低 1

ガロンの水を備蓄しましょう。 

• 水はよく洗ったプラスチック、ガラス、もしく

はエナメルで裏打ちされた金属容器に保管し

ましょう。 

  

自分で保管した水は 6ヶ月ごとにリサイクルします。

ペットボトルの水は 1年ごとにリサイクルしてくださ

い。 

水と食料の備蓄についての詳細は、ESP が

発行する無料の冊子「サバイバルに向けた

家族のステップ」で紹介されています。

www.espfocus.org をご覧になるか、 
(323) 980-2260 までご連絡ください。  

TIP 

給湯器は水の供給源になり得ます。電源を切り 

タンクが冷えるまで待ちます。水が必要なとき

は、タンクの底にある排水バルブを開きます。 
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安全を考え、リスクを避けましょう 

自宅内を注意深く歩き回り、落下した電線、ガスや水

道の漏れ、構造部の破損などを探します。激しく損壊

した建物には立ち入らないでください。特に 1人では

止めてください。支援が来るのを待つか、安全装置を

使用しましょう。 

  

ガスを遮断する 

ガスメーターの位置と、ガスをどうやって止めるかを

知ります。ガスの臭いがするか、ガスが漏れている音

がしない限り、バルブを閉めないでください。「天然

ガス」（通りから来ているガス管）を使っている場

合、メインの遮断バルブはガスメーターの横のインレ

ットパイプ上に取り付けられています。レンチを使

い、バーがガス管に対して横方向になるように、どち

らかの方向に四分の一だけ静かに回します。これでガ

スが遮断されました。塗料で覆われたバルブの封を破

り、強引にまわすと壊すことがあります。プロパンガ

ス（タンクに入ったガス）の場合、安全なようであれ

ばメインのバルブを閉めましょう。バルブは右方向

（時計回り）に回すと閉めることができます。 

水道・ガス・電気 

計
画
を
立
て
る 
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電気を遮断する 

すべての世帯の責任者は分電盤がどこにあるか、またどのスイッチが自宅への電力供給をコントロールしてい

るかを知っておく必要があります。このスイッチはブレーカーパネル上にあるか、メーターのそばに別に配置

されていることもあります。 

  

ガス漏れの疑いがある場合、電気のスイッチには絶対に触らないでください。自宅への電力供給を断つために

はまず各ブレーカーをオフにし、それからメインのスイッチを切るようにしましょう。電気を再び入れるには

まずメインのスイッチを入れ、それからそれぞれのブレーカーを戻します。 

計
画
を
立
て
る 

水道を遮断する 

水を遮断するためのバルブは水道管が家に入って

くる場所にあります。バルブを閉めるのに特別な

道具が必要かどうか、水道会社に確認してくださ

い。屋内での水漏れやパイプの破裂を避けるため

に、家の近くに遮断バルブを設置することもでき

ます。水は生存に必要不可欠ですが、緊急時には

供給量が限られるか、供給不能になることもあり

ます。水を適切に備蓄することは、緊急計画にお

いて最も重要です。 
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計
画
を
立
て
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水道・ガス・電気の元栓の場所の略図 

28 



 
計
画
を
立
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 TIP 

 

 

 すべての犬や猫が最近のＩＤがしっかりと固

定された首輪をしていることを確認してくだ

さい。 

 首輪に一時避難場所の住所と電話番号を取り

付けてください。 

 一時避難場所が不明な場合、災害で影響のあ

る区域から遠く離れた親戚や友人の名前と電

話番号を記入してください。 

  

識別用マイクロチップの取り付けはすべてのペット

に強く推奨されています。またロサンゼルス郡の非

法人地域では、犬へのマイクロチップ取り付けが義

務付けられています。 

詳細については、Animal Care & Control の(562) 

728-4882か、かかりつけの獣医にお尋ねくださ

い  

犬、猫、その他の小動物 

家から離れている期間が 1日でも 1週間でも、ペッ

トの必需品が必要になります。必要なものをまとめ

て手の届くところに保管し、持ち運びが容易で頑丈

な容器（ダッフルバッグ、蓋の付いたごみ容器な

ど）に入れておきます。使用期限の切れていない薬

やペットフードを常に用意しておきましょう。 

必ずすべてのペットがはっきりと特定されているよ

うにしましょう。 

動物たちの 
準備 
 

ペットのマイクロチップを登録し、重

要な避難書類にデータ保管者の電話番

号を記入しておきましょう。 
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ロサンゼルス郡の動物保護管理部

(Department of Animal Care & 
Control)は、大型・小型動物の緊急

時の取り扱いについてトレーニン

グを受けた管理職員とボランティ

アを含む緊急対応プログラムを策

定しています。このプログラムに

は、動物救出現地サポート、馬救

出チーム（ERT）、部の動物救出

チーム（DART）を含む、特別訓

練を受け専用機器を装備したチー

ムが参加しています。  
 
詳細はウェブサイトでご確認ください。 

www.animalcare.lacounty.gov 

計
画
を
立
て
る 

TIP 

納屋の火災に備え、入口付近と厩舎のそ

ばの簡単に手に届く場所に消火器を設置

しましょう。干草は可能であれば、納屋

の外の乾燥して覆いのかかった場所に保

管しましょう。 

馬や大型動物 

緊急事態に備えることはすべての動物にとって

重要ですが、馬や大型動物の場合はその大きさ

と特別な輸送手段が必要となることから、特に

その重要性がまします。 

  
馬は避難警報が出たらただちに避難する必要が

あります。避難命令を待たないでください。準

備が十分でなかったりぐずぐずしていると、動

物を置いていかなければならないこともありま

す。 

避難計画の策定には以下のようなことを考慮し

ましょう。 

  

動物の避難計画 

• 緊急事態が起こる前に、互いに遠く離れた 2 カ

所の場所に動物を避難させる手配をします。 

• 大型動物が居る場合、避難警報が出たら避難を

避難を開始してください。 

• 避難措置で不安にならないよう、馬にはトレー

ラーに入り引かれることを調教します。 

• トラックやトレーラーは安全で完全に動作するよう

にしておきましょう（ガソリンは満タンにしま

す）。トラックやトレーラーが無ければ、誰かに動

物の避難を手伝ってもらうように手配します。 

• 誰が自分の動物を避難させてくれるのか知って

おくようにしてください。電話番号や運転免許

証番号、その他の必要な情報を交換しましょ

う。また動物がどこに避難させられるのかも聞

いておきましょう。 

• 緊急事態に供え、近隣住民とのネットワークを

構築しましょう。住んでいる通りでトレーラー

を持っていない、または緊急時に家に居ない馬

やペットの飼い主を助けるために協力してくだ

さい。 

31 



ペットの準備に関する 
無料の ESP チラシは  

www.espfocus.org 

からオンラインで 
利用できます。 

計
画
を
立
て
る 
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災害の後の動物へのリスク 

    

火災後の動物へのリスクとしては、足が火傷をするか

か切傷を負うこと、有害物質や残留物を食べたり吸い

込むこと、倒れたり壊れたりしたフェンスから逃げ出

すこと、隠れ場と陰を失うこと、そして飲用水、電力

と他のサービスの欠如などがあります。地震や他の災

害の後にも類似したリスクが現れます。 

危機が過ぎてから、自宅に戻るまで時間がかかるかも

しれませんん。家が壊れず、戻ることが許可されて

も、その地域はペットにとって安全ではないことがあ

ります。検査員と作業員の訪問を待ってペットを被害

から守る安全な場所を与える手配をします。 

動物が変貌した景観の家に戻ると、動揺したり、混乱

したりして、ストレスが溜まりやすいのを忘れないで

ください。落ち着いて、できるだけいつも通りに行動

するようにしましょう。 

 



 
大型動物の現地避難所 

 
現地避難所とは、疎開できない馬・ 家畜のために自家にて適切な避

難所を提供することです。大型動物の場合、現地避難所の対策は

お勧めしません。  

どうしても現地避難する場合、  

 馬を解かない–
燃えている馬屋に戻るかもしれません。解かれた馬は第一対応

者に深刻な問題をもたらします。  

 適切な間隔を保つ–
カウンティー消防局は家屋の周りに６０ｍの間隔を保つように

勧めます。  

 藪と木から十分な距離を空けた領域に馬を入れる– 
馬の囲いはPVCか木ではなく、金属パイプで作ります。  

 

馬の囲いの近くに、下記のアイテムを揃えることを考慮しましょう

: 

 消防ホース 

 発電機 

 家屋、の周りに戦略的に複数のシャベルを置く。斧、鍬、熊

手、ほうきなども同様に 

 家の両端に複数のはしごを設置し、馬屋の近くに使えるよう

用意する 

 予備電池とともにポータブルAM/FMラジオ 

 予備電池とともに手持ちFRSラジオ(ウォーキ・ トーキ)と手

持ち無線傍受装置 

 マスク、ゴーグル、分厚い作業手袋とバンダナ（ スカーフ）  

• ナイロンではなく、革の端綱を使う 

 

TIP 家と馬屋の電話の隣に重要な住所と

番号を貼る 
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計
画
を
立
て
る 

下記のページを使って災害地域と住居地を脱出するルート

を計画する 
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計
画
を
立
て
る 
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供
給
品
を
準
備
す
る 

全ての非常時に備える NOAA 天気ラジオを買っ

て、セットアップしその使い方を覚えます。最

近の洪水と鉄砲水の監視、警告と天候上の助言

に関する情報を常に得ている状態を保つ方法を

きめておきます  

 

災害 
    備品 
  
災害備品キットは、災害の時家族の健康と安

全を守るアイテムを事前に集めたパッケージ

です。キットは、いろんなサイズとスタイル

がありますが、市販のものを買うか、自分で

作ります。補助席の小物入れのひげ剃りキッ

トのように小さい物から、業務用の 50 ガレオ

ンのドラムほど大きいものまであります。一

般的に、キットはできるだけ持ちやすく、軽

量の方がいいです。異なった状況に応じてキ

ットを複数持つのもいいことです。 

 

自動車 

学校 

自宅 

職場 

宗教の

場所 
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必須な 
緊急備品  
緊急備品に最低限以下の 10 の必須アイテムを含むべき

です。 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3-10 日間の食品（ペットフー

ドを含む） 
 

３−10 日間の水（一人 1 日あ

たり１ガロン） 

救急キットと説明 

フラッシュライト（と予備電

池） 

ラジオ（と予備電池） 
  

薬品（処方と非処方のもの） 

現金と重要な書類（少額な札とコ

イン、出生証明、納税証明、譲渡

証明、権利証拠、保険資料、医療

カード 

服と丈夫な靴 

道具 (レンチ、ダクトテープ、

消火器、丈夫な手袋、笛) 

衛生用品 TIP消火器を購入する場合、可燃物、液

体と電気火災に対応する最適なもの

が ABC タイプです。 

供
給
品
を
準
備
す
る 
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自分のものを作ろう  

災害の後に、ご家族を快適で自足できる生活を送るた

めのアイテムを避難キットに入れます。下記のアイテ

ムを加えることを考慮しましょう。 

 

• キャンプ用ストーブ、燃料、ポットとフライパン、

アルミホイル、紙コップ、お皿とプラスチックのｎ 

• 応急の毛布か寝袋 

• ペットの運びものと備品 

• 車、家と貸金庫の鍵の予備セット 

• 緊急電話番号のリスト 

• ポータブルトイレ、トイレットペーパーと排泄物を

処理するプラスチックバッグナアイフフォーク類 

• 羅針盤 

  

  

供
給
品
を
準
備
す
る 
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食料 

   備品 

基本的な 
     救急キット  

 冷凍保存が必要なく、少量な水または水を使わず

に調理できる食品を選びます。下記に選択した食料

を含めコンパクトで軽量な食品を選びます: 

  
 インスタントの肉、果物と野菜の缶詰 

缶ジュース、ミルクとスープ（粉の場合、水を

余分に蓄積する） 

 主要調味料-砂糖、塩、胡椒 

 ピーナッツバターやジェリー、クラッカー、グ

ラノーラバー、トレイルミックスなど、高エ

ネルギー食品 

 赤ちゃんや高齢者あるいは特殊な食餌が必要な

人のための食品 

 クッキーやキャンディー、甘い穀物、ロリポッ

プ、インスタントコーヒー、ティーバッグな

ど、少量なリラックス食品 

 手動の缶切り 

 多機能ナイフ  

 飲用水を処理する家庭用漂白液 

 プラスチックのラップ 

 開閉可能プラスチックバッグ 

 日常使う個人用品を忘れず入れてください。基本的

な応急キットには次のものを含むべきです： 

 使い捨て・無菌火傷用毛布 

 粘着テープ 

 過酸化水素、 Betadine 

 4x4 ガーゼパッド (殺菌とそうではないもの), 

ローラーガーゼ 

 バンドエイド (各種取り合わせ) 

 アイスパック 

 三角包帯、エース包帯 

 アイパッド 

 はさみ 

コットンボール /Q-綿棒/コットンアプリケータ 

(12) 

 ピンセット 

 ペンライト 

 温度計 

 安全ピンと縫い針/糸 

 自由選択品目: 店頭販売の鎮痛剤と消化剤 

 抗菌ペーパータオル 

 血止め圧迫包帯 

 やけど軟膏 

 CPR シールド 

 トリバイオティック軟膏  

 耳栓 

 店頭販売の薬品  

    

供
給
品
を
準
備
す
る 



 

  
  

  

供
給
品
を
準
備
す
る 

飲用水の源 
 

緊急事態において、湯沸しタンク、配管とアイス

キューブにある水を使っていいです。トイレの貯

水タンクの水を使ってはいけません。 

• 湯沸しタンクの底にある栓を開けて、ヒーター

に蓄積する水にアクセスし、ガーデンホースをつ

けて、コーヒーフィルターまたはきれいな布で水

をこしてください。 

• 配管の水にアクセスする前に、家、分譲マンシ

ョンまたはアパートのために水の注入・切断バル

ブを見つけ、水を止めます。 

• プール、スパ、ウォーターベッドなどの水は衛

生用だけです。飲用はできません。 

 

ほとんどの公益企業は自社のメーターのところま

でだけ修理する責任を取ります。彼らはあなたの

パイプか電気配線の損害を修理できません。ただ

し、接続が回復する前に修理が必要な場合があり

ます。公益企業と保健局員による適切な清掃処理

を落ち着いて待ちましょう。 

。 
 

漂白液で水を浄化する比率 
水の量 漂白液の量 

1 クォート 
1 ガロン 
5 ガロン 

4 滴 
16 滴 

1 さじ 

漂白液を入れたら、水の容器をシェイクしま

す。飲む前に 30 分静かに置きます。 
 

 



 

 

 

 

運搬ケースと装着

帯、手綱に ID タグ

を 
忘れないように 

供
給
品
を
準
備
す
る 

ペット災害備品チェックリスト 

首輪と装着帯に名札と電話番号 

ペットを安全に運ぶための手綱、装着帯、手袋

と運搬ケース 

３−10 日間の水と食品 

ボール、猫砂と皿、手動缶切り、缶のホイルま

たはプラスチックの蓋あのよう備品 

3-10 日間分の処方薬、防水容器に保存される医

療記録 

はぐれることに備えてペットの現在の写真 

ペットを運送するために、食事スケジュール、

医療状況、行動の問題と獣医の名前と番号に関

する情報。ペット用ベッドとおもちゃを忘れな

いでください。 

救急キット（大小のバンドエードと弾性テー

プ、はさみ、ピンセット、Q チップ、抗菌軟

膏、洗眼剤と過酸化水素） 

 

TIP 

避難警告が出たら、小動物を集めて迅速に運べるように閉じ込めます。猫はプラスチックま

たはワイヤのキャリーで運び、腕で抱いて運んではいけません。猫をおとなしくさせるため

に運搬ケースを軽い布でかぶります。緊急時には動物が緊張するので、救急キットに丈夫な

手袋など安全アイテム 
を入れることを忘れないようにしてください。 
 

 



 
 

供
給
品
を
準
備
す
る 

馬と大型動物用の避難備品 
チェックリスト 

 
一頭ずつに ID タグの付く端綱とリ

ードロープ 

現在の写真の付く接種と ID 票 

7–10 日分の食品、エサバケッツと

もしあれば処方薬 

馬を運送する場合には、餌付のスケ

ジュールと医療状況、行動の問題と

獣医の名前と番号に関する情報。 

救急キットとラップ 

馬の端綱に ID を書くためのダクト

テープ 

ヘッドランプ型のライト（大型動物

を取り扱う時にフラッシュライトよ

り遥かに優れる） 

TIP 馬にマイクロチップを

つけましょう 
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情
報
を
入
手
す
る 

ロサンゼルスかうんてぃーがどのよう

に緊急事態の事前、経過中と事後に地

域に通知を出すの化を知っておくこと

は大切です。下記はいくつかの重要な

緊急情報を見つけることを期待できる

方法です  
 1. 緊急警報システム  
ロサンゼルスカウンティー保安局は直接緊急情

報を広報します。緊急事態と広域に広がる懸念

があるときには、、広報メッセージをラジオと

テレビ局を通じて公衆に送信します。すでにテ

レビのスクリーンにスクロールするテキストメ

ッセージと同時に音声のメッセージを聞いた事

があると思います。 
  

2. ALERT LA COUNTY（アラート

LA カウンティー） 
Alert LA County は緊急時において電話メッセー

ジ、テキストメッセージと E メールを通じてカ

ウンティーの住民と事業者に連絡をするための

地域大衆通知システムです。あなたの携帯とボ

イスオーバーIP 電話と E メールアドレスを登録

するためには、www.lacounty.gov にて「Alert 
LA County」のリンクをクリックしてくださ

 

3. 商用メディア 
ロサンゼルスカウンティーと周辺の地域の緊急

警報を放送局から聞きます。緊急時に停電が多

いので、最低一台の電池で働くラジオを家に用

意します。 
  

4. アマチュア無線 
ロサンゼルス郡災難通信サービス (DCS) はアマ

チュア無線と協力し、信頼出来る緊急通信を提

供します。DCS についてもっと詳しい情報は現

地の保安局に連絡してください。 
  

5. ウェブサイト 
全国天気サービス（National Weather Service）
の 
www.nws.noaa.gov のようなウェブサイトに登録

すれば、パソコンにフィードを直接送信し絵く

れます。 災害後のカウンティー・アップデー

トは www.lacounty.info をご覧ください。LA か

うんてぃーのウェブサイトにシェルターの場所

など重要な生残り情報がリストされます  

TI
 

車載ラジオが緊急放送を聞く一番簡単な方法で

あることを忘れないでください。 
 

43 

http://www.nws.noaa.gov/
http://www.lacounty.info/


 

KFI 640 AM ロサンゼルス 

KNX 1070 AM ロサンゼルス 

KFWB 980 AM ロサンゼルス 

KROQ 106.7 FM ロサンゼルス 

KHTS 1220 AM サンタクラリタ 

KRLA 870 AM ロサンゼルス 

KCBS 93.1 FM ロサンゼルス 

KABC 790 AM ロサンゼルス 

KAVL 610 AM アンテロープ・バレー 

情
報
を
入
手
す
る 

テレビ、ラジオ、ケーブルオペレーター、衛星テレビと

衛星ラジオを含む放送手段は緊急警報のメッセージを転

送します。 

地域ラジオ局が監視する緊急放送の情報源には、 

L.A.カウンティー緊急警報システム、 

NOAA天気ラジオ、カリフォルニア警察ラジオと連邦緊急

事態管理庁(FEMA)ラジオが含まれます。 

 

市町村会議に行って、隣人の計

画について話し合い、彼らを計

画に巻き込むように励ましてや

ります。当局が地域を疎開させ

る計画を通告する時、互いに助

け合うことに同意します。 
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TIP 

近所に緊急計画がありますか？ 
www.espfocus.orgにて近所の災害対策計画

を立てるのに５つのステップのプログラム

について知りましょう。 
合い 

本ページを使って、近所の地域情報の場所を記録します。 
最も近い郡立図書館の場所を忘れないように。 

常
に
情
報
を
得
る 
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TIP 

近所ネットワークは最低１年に１回会合

を持ち、新しい住民のことや移動の問題

などで協力する計画 のみ直し等を含め

て当番表を更新すべきです。 
 

隣人関係 

   ネットワーク 
ネイバーフッド・ウォッチなど、近所のネットワ

ークを災害の前にセットアップすれば、災害後に

良好で信頼できる情報を入手することが容易にな

ります。隣人を下記の事ができるように組織し準

備させます: 

  

 子供と年配者の面倒を見る。 

 移動が不便か不自由な人の面倒を見る。 

 家で飼っているペットを救助する。 

 電話網をアクティブにする。 

 隣人が不在の場合、水道ガスなどを止める。 

 地域緊急事態対応チーム(CERT) の訓練に参加す

る。 

 救急と CPRを学ぶ。 

 HAMラジオのオペレーターになる  

 近所にあるリソースを理解する。 

近所の災害対策計画に関してもっと詳

しい情報を得るには、 
www.espfocus.org にて５つのステップ

近所行動キットをダウンロードしまし

ょう。  
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 地域緊急事態対応チーム  - CERT 
  
地域緊急事態対応チーム (CERT)プログラムは住民

を訓練し、災害の準備と地域を影響する危険に対応

してもらいます。ここで学べる基本的な災害対応ス

キルには火災の安全策、軽い探索と救出、部隊の編

成、そして災難時の医療操作が含まれます。教室内

の訓練と実践の練習を通じて、CERT メンバーは災

難の発生後、専門的な救援部隊がすぐに助けられな

い場合に、隣人と同僚をどのように助けるかを学び

ます。CERTメンバーは地域内の緊急事態準備のリ

ーダーになって最初の対応者をサポートすることが

推奨されます。 

  

消防と保安部門は CERT訓練を提供しますが、 

CERTボランティアはロサンゼルス郡の従業員では

ないことに注意すべきです。正式なボランティアは

郡庁、市、現地の警察部門または他の政府部門に登

録されています。災難の発生時において、CERTボ

ランティアは自分とその家族、隣人、同僚を守るス

キルとツールを持って、第一救援者への依存度を減

らします。 

参
加
す
る 
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近くのの CERT チーム 

場所 連絡先 電話/Eメール 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

CERT 訓練は無料で行われ、その参加者が災害

の発生時において対応または行動する義務ある

いは責任がありません。ロサンゼルス郡消防部

門のサービスエリアにおいて、 CERT 訓練協力

活動はロサンゼルス郡の下記の部分に提供され

てきました。 
  
まだ協力体制の無い地域: 
アクトン、ボールドウィン・ヒルズ、カスタイク、

シティー・テラス、東ロサンゼルス、フローレン

ス・ファイヤーストーン、ハシエンダ・ハイツ、ハ

ーバー・シティー、カーゲル峡谷、ラデラ・ハイ

ツ、ラ・クレセンタ・モントローズ、レオナ・バレ

ー、ローランド・ハイツ、トパンガ、ホイッティア 

協力体制のある市: 
アルテシア、アゴーラ・ヒルズ、ベルガーデン、ブ

ラッドベリ、カラバーサス、カーソン、セリトス、

クレアモント、コマース、ダイアモンドバー、エ

ル・モンテ、ガーディナ、ホーソン、ヒドゥン・ヒ

ルズ、イングルウッド、ラカナダ/フリントリッ

ジ、ラハブラ、レイクウッド、ラ・ミラダ、ランカ

スター、ラプエンテ、ローンデール、ロミタ、リン

ウッド、マリブ、メイウッド、ノーウォーク、パー

ムデール、パロス・バーディス・エステート、パラ

マウント、ピコリベラ、ポモナ、ランチョパロスバ

ーデス、ローリング・ヒルズ、ローリングヒルズ・

エステート、サンタクラリタ、シグナル・イル、南

エル・モンテ 南ゲート テンプルシティー 西ハ

 
 

CERT 訓練と授業のスケジュールについては、 
www.fire.lacounty.gov または (888) CERT-939 ま

で。  
参
加
す
る 
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災害が 
 襲ってき
た時 

災害が襲ってくるとあなたとあなたの家族は

多くの形で影響されます。、これには体また

は感情的に傷つくことから、財産が損害を受

けるか失うなどまで起こり得ます、パニック

しないで、特に援助の必要な人を助けるよう

に心がけましょう。 

判断する 
家族メンバーの場所を確認し、自

分の周りの状況を彼らに知らせま

す。 
避難所を見つける 
家族と共に、自宅かシェルターにて安全な避

難所を見つけます。 

 

安全に 
気をつけて行動し、現地の安全指

示に従います。 
 
助けを求める 
現地のサービス利用可能性の情報を

入手するかまたは 2-1-1 に電話してサ

ービスを求めます。 

再建を始める  
保険業者、FEMAとに連絡します。書類を確保

します。 

 

災
害
の
と
き 

 

49 



 
 

災難の直後、地方のメディアから現地の正式な

アドバイスと指示を聞きます。災害によって指

示も異なります。 
  
地震後、負傷の状況をチェックしてから建築物

の顕著な危害と危険な状況を判断します。家族

と自分の安全を確認してから、電話網を起動し

て家族メンバーの位置を確認し、彼らに自分の

状況を知らせます。電話システムに負担を軽減

させるため、電話の発信を緊急事態と重要な知

らせだけに限って行います。 

第一対応部門はカウンティー全体の被害を判断

し、一番ひどく被害を受けた地域を判断しま

す。彼らは被害のルートをクリアし、救急車両

を一番緊急なところに通します。住民と救急対

応者の需要を推定しサービスの準備をするため

に、公益企業と交通路線の回復は少し送れま

す。 
 

判断する 災
害
の
時 

TIP 

現地の保安局と消防局の番号を携帯

に登録し、必要な時に直接発信でき

るようにしましょう。 
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 避難所を探す 
   

家族と自宅またはシェルターにて安全な避難所

を探します。 
  
自分の地域に避難命令が出ている時 
 
直ちに 家族、ペット及び災害備品キットを車に入れ、

自宅または職場を離れる準備します。 

 警察と消防の職員からの説明と指示に従います。 

 ヘッドライトをつけて、いつものスピードで気をつけて

運転します。 

 車の窓を閉じて、空気循環をさせます。 

  
ペットを避難させる 
  
• 事前に避難場所を選びます。２つ以上の選択肢

を用意すべきです。 

• 緊急時にペットを避難させる寄宿施設と獣医

（２４時間電話番号を含み）をリストにします。 

• 少し遠い周辺のホテルとモーテルを調べ、そち

らのペットを受け入れるポリシーと数、大きさ及

び種類に関する制限をチェックします。 

• 影響される地域以外の友人や親戚などに、自分

の動物を避難させてくれるか聞きます。赤十字は

避難場にペットを入れません。 

• 一匹以上のペットを飼っている場合、一緒にい

るのが心地よいかもしれませんが、別々に居させ

る準備もします。 

TIP 

特別な援助が必要な方は避難警報を避

難命令と理解すべきで、住居または仕

事場を直ちに離れるよう手配すべきで

す。 

災
難
の
時 

 

41 



 

TIP 地震の後、余震に備えま

しょう。 
 

安全に 

災難後、家を検査します。 

天然ガス 
ガスの臭いがするか、気体の漏れあるいは吹き

出し音が聞こえる場合、窓を開けてすぐに離れ

ます。できれば外で主要なガスバルブを閉じま

す。隣人の家からガス会社に電話します。主要

なバルブでガスを止めたら、専門家に開け戻し

てもらわなければなりません。ガス漏れや他の

可燃物がないと確認できるまで、タバコを吸わ

ない、照明するのにオイルやガス灯、ロウソク

またはたいまつを使わないようにします。 
  

火花、切れたまたはほ

ぐれた電線 
 
電気システムをチェックしますが、濡れるか水

に立っている時、または安全が確定ではない場

合はしないでください。できれば主要なヒュー

ズボックスまたは回路ブレーカーで電気を遮断

します。その状況が危ない場合、建築物を離

れ、助けを求めます。電気が安全に使えるまで

電灯をつけないでください。電気工に線路を点

検してもらってもいいです。 

屋根、土台と煙突のひ

び割れ 
建築物が崩れそうな時、直ちに離れます。 
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自宅の安全チェック 

地下室 

地下室に洪水が満ちた場合、徐々にポンプで排水

（およそ毎日３分の１の水を）して損害を回避し

ます。周りの土地がまだ水を含んでいるときに地

下室を排水しきると、壁が崩れて洪水がどんとく

る可能性があります。 

  

家電器具 

家電器具が濡れる場合、中央ヒューズボックスか

回路ブレーカーで電源を切ります。そしてプラグ

をコンセントから抜いて器具を乾燥させます。再

び使う前に専門家にチェックしてもらいます。ま

た、電気をつなぎ直す前に電気工に電気システム

をチェックしてもらいます。  

  

水道と下水システム 

パイプが壊れた場合、水道の本管を止めます。少

しでも水を使う前に現地の責任機関に確認しま

す。水は汚染された可能性があります。井戸から

水をポンプアウトして、飲む前に責任機関にテス

トしてもらいます。下水ラインが使えると確認で

きる前にトイレを流さないで下さい  

食品など備品 

汚染されるか洪水と接触した疑いのあるすべての

食品と他の備品を捨てます。 

  
キャビネットを開ける 

物が落ちるのに注意します。 

  
家の化学品の漏出を掃除する 

下水や細菌、化学物質に汚染されたかもしれない

物品を消毒します。また、復旧できるものを清潔

にします。 

  
保険代理に電話する 

被害状況の写真を撮ります。修理と清掃の支出の

証拠を保管します。 

災
難
の
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災害関連の 
ストレスに 
対処する         

 難しいことかもしれませんが、怒り、悲しみなど、

自分の気持ちを他の人と話してみます。 

 被災後のストレスに対処する専門的なカウンセラ

ーに助けを求めます。 

 救助作業に直接力を出せないことでがっかりした

り、災害の責任が自分にあると思い込まないように

しましょう。 

 健康的な食事と休憩、運動、リラックス及び瞑想

を通じて自分の体と感情を徐々に治しましょう。 

 正常な家庭と日常生活を維持し、自分と家族を

過度に責めないでください。 

 家族と友人と時間を過ごします。 

家族、友人及び宗教機関からの前向きのサポー

トを利用します。 

 応急備品キットを補充し、家族に災難対応計画を

更新することで、将来の出来事に備えて準備しま

す。積極的な行動は癒してくれます。 

災
難
の
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災難に対する一般的な反応 

苛立ちと怒り  疲労 

食欲低下 不眠 

悪夢 悲しみ 

頭痛 吐き気 

活動過多 集中できない 

過剰警戒 アルコールか薬品依存が増加する 

 



助けを得る 

災
難
の
時 

55 

  問題 公的な機関の責任 住民 & 企業 

 今すぐの 

  命                    
   & 安全 

食料と避難所 
  

人とペット 
再会 

  
身体の安全 

交通ルートが利用でき

ると保証する 
  

公共安全対策を実施す

る 
 

緊急事態において 9-1-
1 に電話する 

  
CERT スキルを生かす 

         短期  

保護 
    & 避難 

公益サービスの回復 
  

危機カンセリング 
  

一時的な居留所 
  

インフラを再建する 
  

解放されまたは野生の

動物 

利用できるリソースと

サービスの位置に関す

る情報を公開する 
  

健康警告&警報を発表

する 
 

二次損害と影響を最小

化にする 
  

基本サービスの提供を

調整する 
 

安全な避難所を探す 
  

事業を再開する 
  

限られる通信に対処す

る 
  

代替の交通ルートを探

す 
  

赤十字や救世軍などの

組織からどのようなサ

ービスが利用できるか

調べる。 

       長期的な 

復興 
   & 再建 

仕事喪失と失業 
  

移動された家屋ともの 
  

住宅の損失 
 

交通問題 
  

長期的な経済上の影響 
  

地域の所属問題 
  

体と精神の損失に対処

する 
 

再建の許可を出す 
  

精神、経済と身体上の

援助に関する情報を提

供する 
  

大量な申請に対応する

ため、許可とライセン

スのプロセスを簡素化

する 
 

必要な特定の地域に集

中し、公開のフォーラ

ムとタスクフォースを

催す、 

サプライヤーと顧客の

基礎を利用し、事業を

再開する 
 
  

災難の前の雇用者数に

戻す 
  

住宅と事業所を再建す

る 
 

中小企業委員会と連邦

緊急事態管理局

(FEMA)を含む政府部

門からの援助の機会 

 



 

助けを得る 
下記のロサンゼルスカウンティーの部門はあなたの

緊急事態対応計画と準備に改善をもたらします。あ

なたの近所と地域でサービスを提供する組織の情報

を追加してください。 
 

災
難
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下記の情報はどこにありますか。 部門 連絡先情報 

ロサンゼルス カウンティーの緊急

事態対応計画と準備の情報 

LA カウンティー 首席執行事務

室、緊急事態管理事務室 
- 緊急時生存プログラム (ESP) 

213-974-1166 
www.espfocus.org 

地域緊急事態対応チーム 
(CERT) 訓練 

LA カウンティー消防局 
地域緊急事態対応チーム(CERT) 

323-890-4132 
www.fire.lacounty.gov 

壊れた建築部に対する消防局から

の要求 
LA カウンティー消防局 

323-881-2481 
www.fire.lacounty.gov 

地域と個人保護問題 LA カウンティー保安局  

Emergency 911 
General Information 323-526-

5541 
www.lasd.org 

ロサンゼルスカウンティー管理の

道路の閉鎖と状況 
LA カウンティー公共事務局 

800-675 HELP (4357) 
www.ladpw.org 

カウンティーに管理される 
道路と橋の疎通と修理 

LA カウンティー公共事務局 
道路メンテナンス 

800-675 HELP (4357) 
www.ladpw.org 

建築検査と許可 LA カウンティー公共事務局 
建築と安全部 

800-675 HELP (4357) 

www.ladpw.org 

洪水制御と排水問題 
LA カウンティー公共事務局 

洪水制御 

800-675 HELP 
(4357)www.ladpw.org 

州高速道路の 
閉鎖と状況 

Caltrans 
213-897-0383 

www.dot.ca.gov 

CalWORKs、 CalFresh、Medi-Cal 及び

ジェネラル・リリーフ・プログラムを

含むカウンティーによる緊急時ソー

シャル・サービス 

LA カウンティー 

公共社会サービス局 
866-613-3777 

www.ladpss.org 

災害被害者の精神衛生プログラム LA カウンティー精神衛生部 800-854-7771 
www.dmh.lacounty.gov 

伝染病管理, 予防健康手段,  
汚染制御、健康検査 

LA カウンティー公衆衛生部 800-427-8700 
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下記の情報はどこにあります

か。 
部門 連絡先情報 

負傷した動物を援助すること

と災害にて道を迷った動物に

関する情報 

LA カウンティー 動物ケアと

管理 

562-940-6898 
www.animalcare.lacounty.gov 

カウンティーの学校と学校区 LA カウンティー教育事務室  www.lacoe.edu 

ロサンゼルス統一地区学校 ロサンゼルス統一地区学校  213 241-4500 
www.lausd.k12.ca.us 

災害が発生すると対応と復元

の補助を提供する組織 
211 LA カウンティー 211 

www.211lacounty.org 

供給停止に関する質問か報告 

南カリフォルニア エディソ

ン  
800-684-8123 
www.sce.com 

南カリフォルニア ガス会社  800-655-4555 
www.socalgas.com 

有毒物質に接触する情報 毒物制御センター 
800-222-1222 

www.aapcc.org/DNN 

緊急時のフィナンシャル救急

キット 
オペレーション・ホープ www.operationhope.org 

災害ローンと補助金情報 アメリカ中小企業委員会 
800-659-2955 
www.sba.gov 

災害に備えて準備し、計画を

立てる 
アメリカ国土安全保障省 www.ready.gov 

災害の後復元支援が必要な個

人、家庭と事業のための情報

とサービス 

アメリカ国土安全保障省 www.disasterhelp.gov 

最近の地震の情報 アメリカ地質調査所 www.quake.usgs.gov/recent 

最新の天気情報 アメリカ海洋大気庁 www.noaa.gov 

環境災害に関する情報 アメリカ環境保護局 www.epa.gov/ebtpages/emergencies.html 

 



 
 

復興を始める 
災害によって事業、家、学校、仕事、個

人の財産または愛する人を失った精神上

な衝撃は破壊的です。公共社会サービス

局や精神衛生部など、多くの人間サービ

ス部門からの助けを必要としていません

か。 

LA カウンティーにて、 2-1-1 に電話する

か、www.211LACounty.org を訪問して、災

害後に食料、水と避難所などの支援を提供

する 28,000 以上の機構と組織に関する情報

と推薦を入手することができます。そのサ

ービスは週７日*２４時間利用でき、TTY ア

クセス可能です。 
ロサンゼルス地域本部 
11355 Ohio Ave. 
ロサンゼルス, CA 90025 
(310) 445-9900 
  
ノーザン・バレー 
1501 S Brand Blvd. 
グレンデール, CA 91204 
(818) 243-3121 
  
アンテロープ・バレー 
2715 E Avenue P. 
パームデール, CA 93550 
(661) 267-0650 
  
グリーター・ロング・ビーチ 
3150 E 29th St. 
ロングビーチ, CA 90806 
(562) 595-6341 
  
サン・ガーブリエル・ポモナ・

バレー 
430 Madeline Dr. 
パサデナ, CA 91105 
(626) 799-0841 
  
サンタ・モニカ 
1450 11th St. 
サンタ・モニカ, CA 90401 
(310) 394-3773 
  
スペイン語の人のために 
電話 (866) 767-8432 

RedCrossLA.org                         
PrepareSoCal.org                      
(800) Red-Cross 

ツイッター:                                      
@redcrossla 

フェイスブック:                      
www.facebook.com/redcrossla 

赤十字の携帯用アプリ 

災
難
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災害支援情報 
FEMA 災害支援とは? 
災害支援は保険が利かない財産の損失を被った

地域にいる個人、家庭と事業に与える金銭また

は直接な支援のことを指します。その目的は別

途にはカバーされない重大な支出で援助する事

です。それは破壊された財産を災害の前のまま

に復元させることを意図していません。一部の

住宅支援金は FEMA 個人家庭プログラムを通じ

て利用できますが、連邦政府からのほとんどの

災害支援はアメリカ中小企業委員会（SBA）に

よるローンの形をとります。FEMA 災害支援は

大統領が災害の声明に署名する場合に限って利

用できます。 
  
災害支援をどのように申請するか。 
大統領が災害の声明に署名する場合に利用でき

るサービスと特別プログラムは多様です。支援

を申請する電話番号は災難後に広く公告されま

す。その通知は郡のウェブサイトと郡立図書館

にポストされ、ニュースメディアでも報告され

ます。住民が必要な支援を見つけるためのスペ

シャル・ワンストップ・センターも設立されま

す。 
  
家族とどのようにい連絡をとりますか。 
アメリカ赤十字の無事報告ウェブサイトはロサ

ンゼルスとアメリカの災害地区にいる人が自分

の現状を登録し、愛する人にその情報をアクセ

スしてもらうセンターです。これは別れ別れに

なった家族がストレスの中で安堵と慰めを与え

てくれます。無事報告のウェブサイトは使いや

すいです。アメリカのどこかで災害に影響され

ている場合、「私を無事にリストする」をクリ

ックし、災害の前の住所と電話番号を入力し、 
スタンダード・メッセージを一つ選びます。無

事報告は年中無休で、２４時間利用できます。

英語とスペイン語バ ジ ンがあります  

災
難
の
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 災害支援情報 

住宅が壊れた場合はどうする? 
緊急な住所に対する需要に応じて、アメリカ

赤十字と他のボランティア機構は自宅に戻れ

ない人のために避難所を設立しています。ラ

ジオを聞くか現地のメディアを見て、一番近

いボランティア施設の位置を知りましょう。 
  
衛生とスペースの考慮で、ペットは公共の非

常時避難所に入れられません。現地の緊急事

態管理部門、動物避難所あるいは動物愛護協

会に連絡して、災害の中とその後にペットを

避難させる情報を聞きましょう。 
  
長期に居住する必要のある人に対して、

FEMA は家を修理することと代替の住所を探

すのを助けるサービスと補助金を含む数タイ

プの支援を提供します。 
  
大統領が声明した災害の後の長期的な支援を

申請するのに、FEMA 登録番号に電話して、

FEMA と中小企業委員会（SBA）支援プログ

ラムを申請します。FEMA 支援は完全に復元

させませんが、再建するときに手を貸してく

れます。 

災害害の後、どこで食品と水がもらえる? 
災害災害の発生後、アメリカ赤十字と他の

ボランティア機構は最大の努力を尽くして

食料、水と衣料品を提供します。ラジオを

聞き、現地のメディアを聞いて、供給品を

配る場所を知ります。 
  
災害が原因で仕事を失ったか仕事できない

場合はどうする? 
災害のため仕事を失った人は災害失業支援 
(DUA)を申請できます(DUA). DUA は失業

し、通常の失業保険賠償の対象ではない人

に週間手当を出します。FEMA で登録する

か、現地の失業部門に連絡して申請しま

す。 
  
法律関係の援助を求める場合はどうする? 
現地の NPO は常に災害に影響された個人に

法律上の援助を提供します。また、アメリ

カ法曹協会の現地のメンバーも低収入個人

に無料の法務相談を提供します。大統領が

重大な災害を声明してから設立される災害

復興センターまたは現地の支援センタから

もっと多い情報がもらえます。 
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ロサンゼルス郡は世界レベルの都市中心部と

知られると同時に、650,000 エーカーのエンジ

ェレス国家森林とサンタモニカ山脈国立

レクレーション区域の大きな部分を有し

ます。それら天然地区に近い山裾地域に数

千の家があり、現地の消防部門にとって

ユニークなチャレンジになっています。 

 

原野火災 

火災の前 
天気状況が赤の場合、湿度がとても低く（通

常 15％以下）風が 
25 mph を超えています。赤警告か警報が出る

と、急速に広がる火事の可能性が高まりま

す。下記は都市インターフェース地域に住む

人が赤警報を受けた場合のヒントです： 
  
• 車を外向きに止めて、鍵を手元に持つ 
• 停電に備えて自動ガレージドアの接続を切

る 
• 重要な記録と書類を車に入れる 
• ペット運搬ケースを手元に用意する 
• 家を離れる時: 

∗ カーテンと窓のカバーを開けた状態に

する 
∗ 家の中のドアを全部閉じる 
∗ 窓を全部閉じる 
∗ 室内の電気を全部つける 
∗ 可燃な家具を窓から部屋の中央部に移

動する 緊急計画を立てるのにもっと多

い情報は www.fire.lacounty.gov
まで   

危
険 

61 

http://www.fire.lacounty.gov/
http://www.fire.lacounty.gov/


 
火災の危険軽減チェックリスト 

全ての建築物の屋根から松葉や葉っぱなど植物の材

料を取り除きます。 

煙突かストーブパイプから最低 10 フィートの距離以

内の植物を刈るか取り除きます。 

視野をきれいにし、低い木と薮を取り除き、死んだ

木を全部掃除します。 

地被植物と多肉植物の死んで乾燥した部分を取り除

きます。 

低木と樹木の間にスペースを空け、延焼を防ぎま

す。連続する樹木と低木による林冠を避けます。 

隣接する植物を取り除くことで自然の低木を隔離し

ます。 

任意の建築物の 30 フィート以内に樹木と低木の数を

制限します。 

木の冠は屋根の上を被らず、地面の火につけられな

いよう高く刈り取ります。 

構造物の 200 フィート以内に、糸杉、噴水草、

大型ビャクシン、ユーカリ、松と他の針葉樹な

ど、高く積み上げる葉っぱと葉油が原因で高可

燃性が証明されているよく見られる園芸植物を

除去します。毎年、ロサンゼルスカウンティ消

防部門は多くの木を公衆に配ります。それらの

木は防砂と防風を目的とし、観賞用ではありま

せん。建築物から最低 200フィート離れるとこ

ろ、そして建築物の下にある傾斜面の下に３７

７ 

ユーカリやヤシ、松など問題となる木に特別な

考慮を配ります。枯れた枝やゴミ、葉っぱと皮

を地面と木の幹部から取り除きます。 

危
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• 2007 年 10 月 20 日から 11 月９日まで、火

災が合計 23 件 

• 火災に関連する死亡者 10 名 

• 負傷者 139 名 

• 517,267 エーカーが焼失 

• 3,204 軒の建築物が破壊された(家 2,233 軒, 
事業所 5 軒、納屋 966 軒) 

• カリフォルニア史上最大の避難になってし

まった 

• 321,500 名以上の強制避難者が出た  

私有土地における植物清掃 
• 通常、植物検査はロサンゼルス郡消防局に

よって、５月１日よりスタートします。 

• 植物除去の最低要求は建築物から 200 フィ

ートです。 

• クリアされていない場合、現地の消防局は

不合格通知を発行し、土地の所有者はその

規定をこなすように 30 日の期間が与えられ

ます。 

• その後も合格しない場合、現地の消防局は

消防庁の植物清掃部門に転送し、強制執行

します。 (現地の消防局は自由裁量で財産

の所有者に 14 日延長期間を追加し、規定遵

守させます。) 

• 植物清掃部門に提出され、強制執行になる

土地に対して、郡の農業雑草除去サービス

はその土地を掃除し、そのコストを所有者

の税金請求書に入れます。 

危
険 

公的所有の土地における植物清掃 
政府所有の土地に対する植物清掃の要求は多様

で、ロサンゼルス郡消防局に強制されません。

火災の安全に関するもっと情報が欲しい方は、 
消防局の地域関係課の(323) 881-2411 か、現地

の消防局に電話してください。 
 

原野火災 

南カリフォルニア 
原野火災 
に関する主要データ 
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家屋に火事があった場合、一刻も 

止まらず、–外に出なさい。 

家から出てから、 

隣人の電話で消防局に電話をかけなさ

い。 
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火事中において 
• 自分の避難計画及び保安と消防局の職

員からの説明と指示に従う。  

• 家族、ペットと災害備品キットを集め

て、家または事業所を直ちに離れ

る。 

• ヘッドライトをつけて、普段のスピー

ドで気をつけて運転する。 

• 交通レーンまたは安全エリアに車を止

めないように。 

• ペットを運搬ケースに入れるか、手綱

をつけて解かないように。 

TI
 

自宅と周りの地域を事前に水を

かけて濡らすことは遺影の安全

二かいぜんにならず、貴重な時

間と水を無駄にしてしましま

す  
64 



 

火災の後は 
• 地元当局が安全を確認する前に、自宅に戻

らないでください。帰宅には肉体的および

精神的な危険が伴う可能性があります。 

• 損害を推定します。自宅が居住するのに安

全かどうかを確かめましょう。 

• 自宅に戻る前に電気・ガス・水道などが機

能するか確認してください。 

• Department of Public Works 電話 1-800-675 
HELP (4357) または www.ladpw.org で道路

の被害状況を確認してください。 

• 火災で燃えた丘の斜面は吸水性に問題が生

じることがあります。被害のあった場所を

監視し、必要な場合は避難できるように準

備してください。 
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原野火災 

最近、火災が 
起こった地域に 
住んでいる場合は… 

鉄砲水や土石流の危険があります。原野火災で煙

が無くなっても危険な状態は続いています！次に

注目するべきなのは鉄砲水や土石流などの危険性

です。最近に火災のあった急斜面の山腹や丘の中

腹では特に、暴風雨による洪水や土石流の影響を

受けやすくなっています。短時間の普通の雨でも

鉄砲水や土石流につながることがあります。通常

は植物によって吸収される降水が、ただちに流れ

出すためです。これが嵐の際に、小川や排水エリ

アで通常よりずっと早くまたより多くの水量を伴

った洪水につながります。 

さらに、火災で焼かれた土壌は侵食されているた

め、洪水はかなりの量の泥、岩、植物などを含む

可能性があります。適切な措置が講じられなけれ

ば、火災の被害を受けた地域と下流の両域で水、

土、岩の強い流れが排水溝、橋梁、道路および構

造物を破壊し、死傷者を出すこともあります。 

 

 

火災時の安全確保の詳細については 
Los Angeles County Fire Department のサイト

www.fire.lacounty.gov をご覧ください  
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嵐、洪水、および

  

土砂崩れ  

  
  
ロサンジェルス平野の人口が約 70 万人

だった 1914 年、4 日間の嵐によりサンガ

ブリエル山で５０ｃｍ以上の降雨があり、

結果として 1 千万ドルの被害が出た洪水

を引き起こしました。 

 

1938 年の洪水ではカリフォルニア南部で

7 千万ドルの被害があり、また 1969 年

には 4 億ドルの被害と 60 人の死者が出

ました。 
 

ロサンゼルス郡には世界でももっとも急勾配で侵食

の進んだ山の１つであるサン･ガブリエルがありま

す。標高は海抜３０００ｍに及びます。急峻な峡谷

の下には、人口密度の高い大規模な海岸平野が横た

わっています。大雨が降った場合、洪水や土砂崩れ

の大きな恐れがあります。 

洪水の前に 
1. 洪水や土砂崩れが起こった場合の家と所有物の

安全性を評価します。 

• 小川のそばに住んでいますか？ 

• 急な丘の斜面の上もしくは下に住んでいます

か？ 

• 車で主要道路に出るために小川や橋を渡る必

要がありますか？ 

2. 冬季の雨が降る前に、秋には家の周囲の配水溝

と雨どいを掃除してください。通り沿いの配水

溝も確認し、ブロックされている場合は土木局

の 1-800-675 HELP (4357)にご連絡ください。 

3. 水や泥を迂回させる必要がある場合は、雨が降

り始めるより前に土嚢を用意してください。土

嚢は近くの消防署で提供しています。自宅の地

域を管轄する消防署を見つけ、土嚢の適切な配

置を確認してください。 

4. 丘陵地に住んでいる場合、すべての斜面を安全

に維持するようにしてください。適切な作付け

方法、斜面の覆い、および排水路を使用してく

ださい。干ばつと耐火性植物に関する情報は、

消防局のウェブサイト 

www.fire.lacounty.gov/Forestry で提供されて

います。もしくは（213）456-7891 までご連絡

ください。 
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避難命令が出る前に計画を立ててください。 

  

お住まいの地域で暴風雨が起こり鉄砲水の注

意報や警報が出された場合、最も安全なのは

家族や友人と一緒にいることです。 

  

子供たちにはすべての河川、小川、普段涸れ

ている小川、排水制御水路および湿地から離

れるよう注意します。家族に注意報および警

報システムについて教えます。 

  

洪水や鉄砲水についての最新の注意報・警

報、および気象勧告について、どうやって情

報を得るかを事前に決めておきます。緊急警

報システムの最新情報や嵐の最新情報を常に

得るようにしておいてください。 

  

地域のミーティングに参加してください。 

  

近所の方とこうした計画について話をし、早

めに避難することを奨励します。 

TIPS 
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 嵐、洪水、および土砂崩れ 

洪水の間は 
 急流を横切らないでください。水かさが後退す

るまで、今いる側にとどまります。大抵の場

合、雨が止めば数時間で水流は治まります。 

 安全を確保し被害を最小限にとどめるため、嵐

の間は家の排水システムと私有車道を確認して

ください。 

 土砂崩れを警戒し、被害を防ぐために排水を調

節します。 

 自宅の上もしくは下で大きな地滑りに気づいた

場合は、家族を安全な場所に避難させてくださ

い。近所の人にも知らせ、土木局のヘルプライ

ン 1-800-675-HELP (4357)までご連絡くださ

い。 

雨が降っている 

ときは… 
雨が降り始める前に周辺で安全な場所に避難し、

嵐が治まってからある程度の時間が経つまでそこ

にとどまってください。燃やした薪、岩、泥やそ

の他の破片で一時的にダムを作ることができま

す。こうしたダムは雨が止んでから数時間、場合

によっては数日間は持ちこたえることが可能で

す。運転する際には十分に注意してください。舗

装の崩壊、泥、落石、その他の危険に気をつけて

ください。橋が流されたり、排水溝が溢れている

可能性があります。道路が浸水している場合、水

の下の道が流されてしまったかどうかを調べる方

法はありません。見た目より水位が深く、水の勢

いも強いことがあります。 

 

危
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嵐、洪水、および土砂崩れ 

 洪水の後は 
 自宅が 洪水の被害を受けた場合、警察や保健

当局が地域の安全を宣言する前に自宅に戻ら

ないでください。 

 丘の斜面や建物などの被害を評価してくださ

い。斜面の動きや沈降、水の被害などを注意

深く観察しましょう。 

 嵐の後は多くの道路で泥や破片、穴、水に流

された場所があるので、速度を落とし安全運

転を心がけてください。 

 土木局の 1-800-675 HELP (4357) もしくは

www.ladpw.org でどの道路に被害が出てい

るか確認してください。 

 土砂崩れは土壌が長く湿った後に乾燥したと

きに起こり得るということを覚えていてくだ

さい。つまり、雨が止んでから数日後に土砂

崩れが発生することがあります。 

 冬は斜面に植物を植えるのに最適な季節で

す。雨期が始まる前に、問題の解決に向けて

計画的に行動しましょう。 

土嚢やその他のバリアを利用して小規模な泥

流を迂回させることができます。ただこうし

た小規模の措置は大規模な土石流には対して

は無意味です。丘の斜面は向こう 3～7 年で

安定する見通しです。 
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 有害な  
化学物質  
化学物質はどこにでもあります。飲料水の浄化、

作物の生産拡大、家事の簡素化などにも使われて

います。ただ化学物質は不適切な利用や放出によ

り、人体や環境にとって有害です。こうした危険

は、生産、貯蔵、輸送、使用、廃棄の過程で発生

する可能性があります。生活,仕事や遊びの環境で

化学物質が危険な状態で使用されていたり、有害

な量が放出された場合、あなたやコミュニティが

危険にさらされていることになります。 

有害物質は爆発物、引火性および可燃性物質、毒

物、放射性物質の形態で存在します。これらの物

質はほとんどの場合、輸送中の事故もしくは工場

での化学事故の結果として放出されます。 

H
A

ZA
R

D
S  
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もしあなたが： その場合は： 

避難指示が 

出された 

• ただちに避難してください。 

• ラジオやテレビで避難経路や一時的な避難所、避難の手順についての情報

を確保してください。 

• 当局が推奨する経路に従って避難してください。近道は安全でないことが

あります。 

• すぐにその場を離れてください。  

• 時間があれば、自宅の汚染を最小限に抑えるために窓を閉め、すべての通

気孔を遮断し、屋根裏の換気扇を切ってください。 

• 収集済みの災害備品を携帯してください。 

• 幼児や高齢者、障害者など近所で特別な支援を必要とする人の避難を手助

けしてください。 

屋外に居る 

• 上流、丘の上など高い場所、風上に居てください！一般的に危険区域から

1.5マイル（通常は 8～10ブロック）以上、離れるようにしましょう。 

• 事故現場から離れ、他の人が避難するのを助けてください。 

• こぼれた液体や空気中の霧、凝縮固体の化学物質の上を歩いたり、これら

に手を触れたりしないでください。ガス、蒸気、煙を吸わないようにしま

しょう。可能であれば、現場を離れる間は布で口を覆ってください。 

• 有害物質が特定されるまで、事故の被害者に近づかないようにしてくださ

い。 
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もしあなたが： その場合は： 

自動車の 

車内に居る 

• 車を停め建物内に避難します。車内にとどまる必要がある場合は窓と通気

孔を閉め、エアコンやヒーターを切ってください。 

屋内に居るよ

う指示がある 

 

• ペットを屋内に入れましょう。 

• 外側のドアや窓をすべて閉めて施錠してください。通気孔、暖炉のダンパ

ー、可能であれば室内のドアも閉めます。 

• エアコンと換気システムをオフにします。大きな建物の場合、外気が建物

内に入ってこないように換気システムを 100％内部循環に切り替えます。

この設定ができない場合は換気システムをオフにしましょう。 

• 事前に選ばれた避難室に行きます。この部屋は地上より上にあり、外部へ

の開口部が最も少ない場所でなければいけません。 

• 出入り口や窓の下の隙間を濡れたタオル、プラスチックシート、ダクトテ

ープで塞ぎます。 

• 窓、エアコンユニット、浴室、台所の換気扇、ストーブ、乾燥機の通気孔

の周囲の隙間をダクトテープ、プラスチックシート、ワックスペーパー、

アルミラップで塞ぎます。 

• 室内のパイプの周囲にある穴や亀裂を材料を使って埋めます。 

• ガスや蒸気が建物内に入った可能性がある場合は、布やタオルを口に当て

浅い呼吸をしてください。飲食物は汚染されている可能性があるので飲食

は控えましょう。 
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火災の煙には健康に悪影響のある小さな粒子やガス

が含まれており、これらに敏感な人は注意が必要で

す。不必要な戸外での活動や煙の影響を受けた場所

での長期の滞在は避けるようにしてください。 

 

高齢者は煙や埃の影響をより受けやすくなっていま

す。喘息の人は「必要時の」呼吸器を常に携帯する

ようにしてください。 

 

屋内に居ると煙や埃との接触をある程度減らすこと

ができます。ドアや窓を閉めてエアコンを点けまし

ょう。HEPA フィルターの付いた室内空気濾過装置

は屋内にある粒子のレベルを減らします。 

 

空気の質についての詳細は www.aqmd.gov をご覧い

ただくか、1-800-CUT-SMOG（288－7664）までご

連絡ください。 

 

有害物質に関する問題が生じた場合、RAIN と呼ば

れる下記の手順に従ってください。 

危険を認識する（Recognize） 

問題のエリアを避ける（Avoid） 

他の人を遠ざけエリアを孤立させる（Isolate） 

当局に知らせる（Notify）…911 に電話をかける 
 
有害物質より高い所、風上、上流に居ることを忘れ

ないでください。 
  

安全な距離とは？ 
この質問に対する絶対的な答えはありません。「親

指のルール」に従いましょう。片方の目を閉じ、事

故に向って腕を伸ばして親指を差し出します。親指

のいずれかの側に事故現場（転覆したタンカートラ

ックなど）がまだ見えるようであれば、まだ近過ぎ

ます。親指が事故現場全体を覆うことができる距離

まで離れてください。 

有害物質 

危
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伏せ！ 
 

伏せ！ 
 

 

伏せ！ 

地震 

地震に備えるべきときは今です… 

来週や地震の後では遅過ぎます。今すぐ地震の前のチ

ェックリストにある行動を起こすことで家族を守りま

しょう。地震の間のチェックリストのコピーを作り、

自宅やガレージの出口、家族の車すべてに掲示してお

くこともお勧めです。 

  

地震の前に 

• 自宅の各部屋で安全な場所を特定します。頑丈

なテーブル、デスク、内壁に注意を払ってくだ

さい。窓、鏡、吊り下げられているオブジェク

ト、暖炉、背の高い不安定な家具など、危険な

ものを知りましょう。 

• 家族と一緒に避難訓練を行い、家の中で最も安

全な場所を見つけましょう。 

• 地震の際に別れ別れになってしまった場合、ど

こでどのようにして家族が再会するかを決めま

す。 

• 連絡を取るための州外の友人や親戚を選び家族

や友人があなたの状況を知るようにします。 

• 応急処置と CPR を学び、救急箱と一緒に

置きます。 

• ガス、水道、電気の元栓の締め方を知りま

す。地震の際には必要になる可能性があり

ます。 

• 煙突、屋根、壁、家の土台の安定性を確か

めます。建物が土台にボルトで固定されて

いるか確認してください。 

• 給湯器、主要な家電製品、背が高く重い家

具、吊り下げられている植物、鏡、額縁な

どを固定します。詳細は

www.daretoprepare.org をご覧くださ

い。 

• 壊れやすいもの、重いオブジェクト、塗料

や害虫スプレー、掃除用洗剤など可燃性で

有害な液体は安全なキャビネットもしくは

低い棚にしまいます。 

• 地震の後で自給自足ができるよう近隣住民

と連携しましょう。 
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伏せ！  
覆え！

  

伏せ！   

つかまれ！ 



 

  
1933 年 3 月 10 日午後 5:54、震度

6.4 の地震がニューポート- 
イングルウッド断層を襲い、ロン

グビーチやその他の地自治体に深

刻な被害を及ぼしました。死者

120 名、建物への被害額は 5 千万

ドルに上っています。 
 

地震 

地震の間に 
• 屋内に居る場合、そこにとどまります。机やテー

ブルの下にもぐるか、部屋の隅にいましょう。

窓、本棚、ファイルキャビネット、重い鏡、吊ら

れている植物、落下する可能性がある重いものか

らは離れるようにしてください。天井のタイルや

漆喰の落下にも注意しましょう。揺れが治まるま

では何かの下に居てください。机など自分をカバ

ーしてくれるものにしっかりつかまって、それが

動いた場合は一緒に移動しましょう。 

• 屋外に居る場合、木、建物、壁、電線から離れて

開放されたスペースに行きましょう。 

• 運転している場合は車を路肩に寄せ停車します。

電線の周囲は避けてください。揺れが治まるまで

車内にとどまりましょう。 
• 人が多い公共の場に居る場合、出口に向って走ら

ないでください。かがんで腕と手で頭と首を覆い

ましょう。 
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ノースリッジの地震 

 1994 年 1 月 17 日午前 4:30、拡大ロサンジェル

ス都市圏の住民はノースリッジ地震による突然の

大きな揺れに荒々しく起こされました。これは

1933 年のロングビーチ地震以来で初めて、米国

の都市圏を直接襲った地震でした。 
  
震度 6.7 の地震は 72 名の死者を出し、幹線道路

7 本が不通となったほか被害総額は 200 億ドルに

上りました。ニューオリンズで災害が起こるま

で、これはほとんどのアメリカ人の生涯で米国で

最悪の都市災害となりました。 
  
地震はポーターランチの北部にある山脈の下のそ

れまで知られていなかった隠れ衝上断層で発生

し、北米の都市部で観測史上最も強い揺れをもた

らしました。後に、市北部のオート山が約 20 イ

ンチ隆起したことを科学者が測定しています。 

被害は広範に及び、幹線フリーウエイの一部、

パーキングビルやオフィスビルなどが崩壊した

ほか、多数のアパートが修復不可能なダメージ

を受けました。サンフェルナンドバレーとサン

タモニカ周辺では木造集合住宅への被害もひど

く、特に「ソフト」な 1 階部分あるいは地下の

ガレージに大きなダメージが確認されていま

す。垂直、水平の両方向に強い加速度がかか

り、建物を土台から引き剥がして持ち上げたり

壁を横方向にシフトさせたためです。 
  
地震でニューホールパスの橋梁が崩壊したため

サンタクラリータ地域はロサンジェルスから孤

立しました。こうした事態が起こったのは、23
年間で 2 度目でした。サんフェルナンドバレー

では壊れた水道管から噴出した水が壊れたガス

管から漏れるガスにより引き起こされた炎を取

り巻きました。寒冷前線の接近に伴い夜間の気

温が摂氏５度以下まで下がる中、公園には 1 週

間にわたって避難所村が設置されました。 
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南カリフォルニアで発生した近代の観測

史上で最も大きな地震は、1857 年 1 月 9

日のフォートテホン(Fort Tejon)地震で

す。震度はリヒタースケールでマグニチ

ュード 8.0を記録しました。南カリフォ

ルニアは人口が少なかったため被害は今

日の地震ほど深刻ではありませんでした

が、地震の影響は非常に劇的かつ恐ろし

いものでした。 

  

フォートテホン地震が今日発生した場

合、被害は数十億ドルを 超え、死者も相

当な数に上るとみられています。現在で

はライトウッドとパームデールが 1857年

の地震が発生したエリアに相当します。 

地震 

地震の後で 

• 生命を脅かす緊急事態でない限り、電話を使わな

いでください。 

• 安全が確保できるようであれば水道やガス漏れが

ないか、また電線や下水に損傷がないか確認しま

す。問題があれば電気、水道、ガスの元栓を閉

め、ガス会社にガス漏れを連絡してください。 

• 切れた電線に近寄らないでください。他の人にも

離れているよう注意しましょう。 

• ガス配管の安全が完全に確認されない限り、ガス

パイロットを再点灯しないでください。 

• 安全に実施できるようであれば、屋根、煙突、土

台を含め建物の亀裂や被害を確認してください。 

• 当局からの指示や情報を確認するためポータブル

ラジオの電源を入れておきましょう。 

• 公安当局に全面的に協力し、指示に従ってくださ

い。当局係員は安全性を確保するために訓練され

ています。 

• 緊急でない限り自家用車を使用しないでくださ

い。 

• 余震に備えてください。落ち着いて、周囲の人を

助けましょう。 

• 避難勧告が出た場合、家族や他の人に自分の居場

所を知らせるメッセージを自宅に残しましょう。 
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• 

疾病の流行 

 
疾病の流行は、その疾患がコミュニティにとって新

しいものである場合、長らく発生していなかった場

合、または感染に対して特に脆弱な人口が居る場合

に起こります。最も深刻な集団感染は人々がほとん

どもしくはまったく免疫を持たず、ワクチンや治療

薬が存在しない場合に発生します。国や世界レベル

の集団感染は「パンデミック」と呼ばれます。感染

症が広まり深刻な病気を引き起こし、地域の日常生

活に影響を及ぼす可能性もあります。いつ、どこで

集団感染が起こっても、計画や準備、地域の健康に

関心を持つことを通じて近隣住民が互いに助け合う

ことができます。  

覚えておくべきこと 

• 集団感染には発生と収束があり、また何週間も波の

ように感染拡大を繰り返すこともあります。 

• 特に危険な感染症の発生は重篤な疾患、入院、死

亡、社会的混乱、経済的損失につながる可能性があ

ります。 

• 多くの場所で多くの人が同時に重態になると、日

常生活が破綻することもあります。 

• 影響は学校やビジネスの閉鎖から公共交通機関や

食品の配達など基本的なサービスの停止まで、さ

まざまな範囲に及びます。 

• 自宅、学校、職場、地域での疾病まん延を防ぐた

め、家族や地域、コミュニティを問わず自己の行

動や社会的パターンを調整する必要があります。 

• 必要としている人に支援が与えられたか、もしく

は要求されたかを調べるために、近隣住民の間で

健康診断が必要になる場合があります。 

ロサンジェルス郡公衆衛生局のウェブサイト

http://publichealth.lacounty.gov/で詳細情報をご覧

ください。  

危
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 大流行インフルエンザ 

1. インフルエンザのパンデミックに備える

には 

• 2 週間分の水と食料を確保してください。パンデ

ミックで買物に行けない、もしくは商店が売切れ

となってなっている場合、手元に余分な食料があ

ることは重要です。こうした予備の飲食物は停電

などその他の緊急事態でも役に立ちます。 

• 自宅の薬のストックを維持するため、定期的に自

分の処方薬を確認してください。 

• 鎮痛剤、胃薬、咳や風邪薬、電解液、ビタミン剤

を含む非処方薬や健康用品が手元にあるか確認し

てください。 

• 家族やパートナーと感染した場合はどのようにケ

アするか、またそのためには自宅に何が必要かを

話し合いましょう。 

• 緊急時の対応の準備をし援助するため、地元のグ

ループとボランティアをしましょう。 

• インフルエンザのパンデミックに備えローカルコ

ミュニティの活動に参加してください。 

2. 病原菌の拡散を抑制し感染を防止するに

は 
• 子供に水と石鹸で頻繁に手を洗うよう教えましょ

う。 

• 子供に咳をするときは口を覆い、鼻をかむときは

ティッシュを使うよう指導しましょう。 

• 子供に具合の悪い人からはなるべく離れているよ

う教えましょう。 

• 具合が悪いとはは職場や学校には行かないでくだ

さい。 
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食品および非生鮮食品の例 

 

医療、食品、緊急備品の例 

 

  

インスタントの肉、魚、フルーツ、野菜、豆、スープ

などの缶詰 

プロテインバー、フルーツバー 

乾燥シリアル、グラノラ 

ピーナツバター、ナッツ 

ドライフルーツ 

クラッカー 

缶ジュース 

ミネラルウォーター 

缶・瓶入りのベビーフードと粉ミルク 

ペットフード 

その他の保存食 

  

ブドウ糖など処方薬、血圧計測機器 

石鹸と水、もしくはアルコール度 60-95%のハンドウ

ォッシュ 

アセトアミノフェンやイブプロフェンなどの解熱剤 

体温計 

下痢止め薬 

ビタミン剤 

電解液 

洗浄剤／石鹸 

懐中電灯 

乾電池 

携帯用ラジオ 

手動缶切り 

ゴミ袋 

ティッシュ、トイレットペーパー、紙おむつ 

 



 

 テロ 

破壊的なテロ行為により、多くの人が米国における将

来的な事件の可能性とその潜在的な影響について関心

を持つようになりました。、次に起こることへの不確

実性が増しているのでストレスレベルが高まっていま

す。緊急事態の発生に備えストレスを減少させるため

に、あなたにできることがあります。準備をすること

で、あなた自身とあなたの子供たちは不測の事態に際

しても事態をコントロールするための措置を取れると

いうことを確信することができます。 

 

あなたにできること 

テロへの対策には地震や洪水、火災などの災害への準備と同じステ

ップが多くあります。 
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 作成 

緊急時の通信計画を作成する 

 確立 

待ち合わせ場所を確立する 

 集める 

災害用品キットを作る 
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 起こり得ること 

建物やインフラへの被害、および相当数の死傷者が

出ることが予想されます。 

事件の犯罪性から、テロ攻撃に続いて地域、州、連

邦レベルで厳重な警察活動が行われます。 

影響を受けた地域社会におけるヘルスおよびメンタ

ルヘルスサービスは限界に達し、破綻する可能性も

あります。 

広範なメディア報道、強い大衆の恐怖と国際的な憶

測と結末が長期にわたって継続します。 

職場や学校は閉鎖され、国内旅行および国際的な渡

航制限が実行されるかもしれません。 

安全のために閉鎖された道路を避け、地域から避難

する必要が生じることもあります。 

事態の収束には何ヶ月もかかる可能性もあります。 

さらに行うべきポジティブなス

テップ 

テレビ報道を見ている子供たちは、それがビデオ映

像を繰り返しているものだということを理解してい

ないということに注意してください。彼らは事件が

何度も繰り返し起こっていると考えることがありま

す。大人も動揺させるような映像からしばらくは目

を逸らすことが必要かもしれません。家族の他のメ

ンバーと順番を決めてニュースをチェックするのも

いいかもしれません。 

生物兵器や化学薬品に接触した可能性のある人は除

染を行い、医師の診察を受ける必要があるかもしれ

ません。自身や家族を保護する上で取るべきステッ

プを見極めるため、ラジオやテレビで地方当局のア

ドバイスを聞きましょう。緊急サービスは非常に忙

しい可能性もありますので、911に電話するのは生

命の危険がある場合のみにしてください。 

地元当局から自宅を離れるよう指示があった場合、これ

には十分な理由があります。ただちに指示に従ってくださ

い。ラジオやテレビを見て地域の緊急対応スタッフの指

示に従い、下記のようなヒントを覚えていてください。 

  

• 地元当局はお住まいの地域の最も正確な情報を

提供します。地元のラジオやテレビを見て、当局の

指示に従うことが最も安全です。 

• 当局者から「適当な場所に避難する」よう指示があ

った場合。 

• 自宅か職場に待機して自身を保護するようにくだ

さい。 

• すべての窓と外部のドアを閉じてロックします。 

• ファン、暖房および空調システムの電源をオフにし

ます。 

• 暖炉のダンパーを閉じます。災害用品キットを準

備し、ラジオが動作することを確認してください。 

• 1 階より上で窓のない部屋に移動します。 

• 化学兵器が使用された場合、ある種の化学物質

は空気より重いため地上に居る方が安全です。地

下では窓が閉まっていても化学物質が入ってくる

可能性があります。 

• ダクトテープを使って亀裂やドアの周囲の隙間、室

内の通気孔をふさぎましょう。 

• 安全が確認されるか避難勧告が出るまでは、ラジ

オやテレビで情報を収集しましょう。 

• コミュニティの最ももリスクの高い特定の地域に限

って避難要請が出されることもあります。地元当局

の指示に従いましょう。 

地方当局の指示に従う 

危
険 

 

81 



 異常 
気象 

 

暑さ 

気温が高い場合、太陽光に長時間当たっていると

脱水、熱痙攣症、熱性疲労、熱中症を引き起こす

危険があります。子供や高齢者、ペットを密閉さ

れた車内に置いていってはいけません。窓が割れ

ていても危険です。 

• ゆったりした軽い衣服を着ましょう。 

• 頻繁に水やスポーツドリンクを飲みましょう。

アルコールの摂取は避けてください。 

• 近所でエアコンの無い家や交通手段の限られて

いる人、高齢者や病人に手を貸すようにしまし

ょう。 

• 最も暑い時間帯にはエアコンのある場所にいま

しょう。ショッピングモールや公園、図書館な

ど公共施設をご利用ください。 

• 太陽光が最も強い時間帯は激しいエクササイズ

など不必要な運動を避けてください。 

• 必要でない限り、日照を避けるようにしましょ

う。日照を受けているときは帽子を着用してく

ださい。つばの広いものが好ましいです。 

Cold 

ロサンゼルス郡では毎年、バーベキューやストー

ブ、オーブンなどを暖房代わりに使用することによ

って一酸化炭素中毒が起こっています。セントラル

ヒーティング、電気ヒーター、換気性の良い天然ガ

スヒーターや暖炉は暖房機器としてより安全です。 
  
家を暖めるときは： 
 

• バーベキュー、ストーブ、オーブンを暖房目的

で使用しないでください。 

• 暖房機器を使用するときは使う前に動作を確認

しましょう。 

• 炉や暖炉を使用する際には、適切な換気を可能

にするために煙突が詰まっていないかをを確認

する必要があります。  

• 中毒が起こるリスクを減らすために一酸化炭素

検出器を取り付けてください。 

• 屋外で発電機を使用する場合はできるだけ離れ

た場所に設置します。 

  
高齢者や寒さをしのぐための場所をお探しの方は、

冬季の避難所プログラムが利用可能です。

http://www.lahsa.org/year_round_shelter.asp 
または固定電話もしくは携帯電話から LA 郡の情報

ライン 211 にご連絡ください。 

寒さ 
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 津波 
津波とは地震や噴火、海底の地滑りによる大量の水の

移動で引き起こされる一連の非常に長い波のことで

す。波は池に石を投げることによって生じた波紋のよう

に、発生した場所からあらゆる方向に向って外側に広

がります。 

波は浅い沿岸水域に近づくと速度が低下します。津波

は海岸線に近づくにつれ高さが増し、岸に押し寄せて

大きな損害や死傷者を出します。 

波と波の間の時間は 5 分から 90 分までさまざまで、速

度は外洋では時速 450 マイルを超えることもあります。

過去には波高が３０メートルに達する津波も起こってい

ます。 

強い地震が発生した場合、海岸線沿いに住んでいる人

はラジオで津波警報に注意を払い、高台に避難する準

備をしてください。 

津波は「山」（高水位）と「谷」（低水位）の連続として起

こります。 

海面水位の急激な変化は津波の前兆となります。 

津波は近くだけでなく遠隔地で発生した地震によっても

起こり、南カリフォルニアの沿岸地域の住民にとって脅

威となっています。 

当局は津波に備え海の監視を続けていますが、近隣

地域で大きな地震があったときには数分以内に津波が

押し寄せることもあります。 

. 

危
険 

海岸線や低地から離れましょう。波は

数時間にわたって続き、人や自動車の

移動速度の数倍の速さで押し寄せるこ

ともあります。 

83 



 
津波 

津波の危険性のある地域では、差し迫った津波の兆

候を感知し、ただちに高台を探すことができる状態に

なければいけません。 

遠隔地で発生した津波の場合は海岸線からの避難

に比較的時間の余裕がある一方、費用のかかる誤

報を避けるため、正確かつタイミングの良い津波の

危険性評価の必要性が増大しています。 

コミュニティはどのエリアが浸水する可能性があるか

を認識する必要があります。住民は近隣および遠隔

地の大地震について、マルチハザードの影響と地域

社会に引き起こされる混乱を理解しなければなりま

せん。 

• 沿岸部に住んでいる場合、地震が近づいてく

る津波の唯一の警告となる可能性もあるた

め、迅速に行動することが重要です。 

• ビーチで水が引いたり砂浜の面積が急に拡大

したりするのに気付いたら、津波が近づいて

いる可能性もあります。 

• 津波を観察したりサーフィンのためにビーチ

に行くことは絶対にしないでください！ 

危
険 

津波の備えについて詳しくは

www.espfocus.org もしくは

www.tsunami.noaa.gov/prepare.html を
ご覧ください。  
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津波注意報 
注意報は遠隔地で大きな地震が発生したことを意味

します。津波が接近する可能性がありますが、確実

ではありません。地元のラジオやテレビ局から情報

を収集し、津波警報に備えましょう。 

津波警報 
警報は津波の接近が確認されたことを意味します。

地元のラジオやテレビ局から情報を収集し、地元当

局から指示が出た場合は避難できるよう準備をしま

しょう。 

津波避難勧告 
避難勧告の対象区域の住民はただちに高台に避難し

てください。海抜３０メートル以上の高さで津波が

来ても安全なエリアが道路標識などで示されている

こともあります。地元のラジオやテレビ局から避難

センターについての情報を得ましょう。 

危
険 
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 応急処置の基礎 
災害後の最初の懸念は家族の安全と健康状態です。

起こり得る安全性に関する問題を考慮し、家族の体調

と健康を観察する必要があります。 

下記の情報が指標として利用できます。地域の赤十字

支部で応急処置と心肺蘇生法（CPR）のトレーニングを

受けるようにしましょう。地域支部は www.redcross.org

で検索できます。 

負傷者の手当 

負傷者をチェックします。重篤な状態にある負傷者は、

差し迫った生命の危険やさらなる負傷の可能性が無い限

りその場を移動させないでください。意識のない負傷者

を動かす場合、首と背中を安定させ助けを呼びましょ

う。 

• 呼吸をしていない場合、人工呼吸を行うためのポジシ

ョンに慎重に動かします。気道を確保し、口対口の人

工呼吸を始めます。 

• 毛布をかけて負傷者の体温を保ちましょう。ただ過剰

に温めることは避けてください。 

• 意識の無い人に液体を飲ませようとしないでくださ

い。 

自身の健康 

• 極度の疲労に注意してください。一度に多くを

ことをしようとしないでください。優先事項を

決め、自分のペースを保ちます。十分な休息を

取ってください。 

• 清潔な水をたくさん飲み、よく食べます。丈夫

なワークブーツと手袋を着用してください。 

• がれきの中で作業をする場合、清潔な水と石鹸

で頻繁に手を洗ってください。 

安全面の問題 

• 災害によって生じた新しい安全面の問題に注意

してください。崩壊した道路、汚染された建

物、汚染水、ガス漏れ、破損したガラス、損傷

した電線、滑りやすい床などに気をつけましょ

う。 

• 化学薬品の流出、電線の落下、道路の崩壊、断

熱材の燃焼、動物の死骸など健康・安全面に関

わる問題は当局に通報してください。 

基
本
応
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窒息 

患者がしゃべれない、もしくは咳や息ができない場

合、911 に連絡してください。問題が解決した場合、

再度電話をしてキャンセルできます。. 

1. 自分について説明し、被害者を助けることがで

きるか尋ねます。患者は頷く（「はい」）か首を

振る（「いいえ」）ことで意思表示ができます。 

2. 患者の後ろに立ちます。 

3. 拳の親指側を患者の腹部の中央に当てます。

ちょうど、へその上の部分です。 

4. もう片方の手で拳を握ります。 

5. 素早く、強く上向きに押します。 

6. 患者が詰まっているものを吐き出すまで続けま

す。患者の意識がなくなった場合は停止しま

す。 

頭部、背中もしくは/および首の怪我 
  
頭、首、背中に強い痛みや圧力を感じる場合。 

1. 現場を観察して自分の安全を確保してから、患者の

状態を確認します。 

• 自分について説明し、患者に助けが必要か尋ね

ます。 

• 感染を防止するための基本的な予防措置を講じ

ます。 

2. 患者が頭、首もしくは背中に怪我をしていると判断し

た場合、自分で 911 に連絡するか誰かにそうするよ

う頼みます。 

3. 頭、首、背中の動きを最小限に抑えます。 

• 自分の両手を患者の頭の両側に添え、患者を発

見した状態を保つようにします。 

• 頭が極端に片側に傾いているようなら、戻そうと

しないでください。 

• 患者の頭部を見つけたときのままの状態に保つ

ということを忘れないでください。 

基
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ショック状態 

1. 現場を観察して自分の安全を確保してから、患

者の状態を確認します。 

2. 患者を何かで覆い、横たわっている状態を保ち

ます。覆いは患者が体温を失うのを避ける程度

にしてください。 

3. 飲食物は与えないでください。 

4. 足を上げます。 

5. なるべく早く救急援助を得ます。 

止血 

開いた傷口 

1. 現場を観察してから患者の状態を確認しま

す。 

• 自分について説明し、患者に助けが

必要か尋ねます。感染を防止するた

めの基本的な予防措置を講じます。 

2. 傷口を包帯(ガーゼ)で覆います。 

• 傷口を圧迫します（直接圧迫法）。 

3. 傷口に当てた包帯(ガーゼ)の上から巻き包帯

をします。 

• 傷口の上で包帯を結びます。 

4. 傷のある部位を持ち上げます。 

• 傷口を心臓より高くしてください

（骨折がないと思われる場合の

み）。 

5. 出血が止まらない場合： 

• 包帯を追加します。 

• 動脈の止血点を骨に対して圧迫しま

す。 
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つり包帯で腕や肩を固定する 

1. 現場を観察してから患者の状態を確認します。 

• 患者に助けが必要か尋ねます。 

• 感染を防止するための基本的な予防措

置を講じます。 

2. 患者が動けない場合、自分で 911に連絡するか

誰かにそうするよう頼みます。 

3. 怪我をしている腕を傷の上下で支えます。 

4. 怪我をしている部分の感じや熱の有無、色を確

認します。 

5. つり包帯をします。 

• 腕は発見したときのままの位置に保ちます。 

• 怪我をしている腕の下に三角巾を置き、肩に

回して釣り包帯にします。 

6. 首の横で結びます。 

• コツ：患者の痛みを減らすため、結び目の下

にガーゼを敷きましょう。 

7. 怪我をしている部分を保護します。 

• 折った三角巾で腕を胸に固定します。 

8. 怪我をしている部分の感じや熱の有無、色を再

び確認します。 
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用語解説 

心肺蘇生法（CPR） 

心肺蘇生法（CPR）は患者の呼吸が止まり心臓も

動いていない場合に行われる処置です。救命呼吸

と共に行われる胸の圧迫あるいは電気ショックを

用います。詳細と講習の実施については、居住地

の赤十字 www.redcross.org でご確認ください。. 

壊滅的災害 

住民やインフラ、環境、経済、政府機能に深刻な

影響を与え、復興に際しては莫大かつ継続的なレ

ベルの資源とスキルを必要とするような甚大な被

害、社会的混乱、および大量の死傷者を出す大規

模災害。 

コミュニケーションプラン 

災害後に他の人とどのようにして連絡を取るかに

ついてのプラン。世帯構成員の連絡先と自身の緊

急時の州外の連絡先。 

連絡先リスト 

家族、会社の従業員、緊急時の州外のパートナー

などを含むリスト。自宅の電話番号、ポケットベル

番号、携帯電話番号などを含む必要があります。 

重要記録 

損害を受ける、破壊される、または失われた際に

相当な不便を引き起こす、もしくは大きな費用をか

けて交換や再構築が必要となるような文書または

記録。 

災害キット 

災害時の備品キットは、災害時に家族の健康と安

全を向上させるために予めまとめられた防災用品

のセットです。 

アマチュア無線（HAM）通信者 

アマチュア無線家のこと。HAMS は保安官の

Disaster Communications Service と提携し、

ロサンゼルスカウンティー内の緊急時通信ネッ

トワークの一部となっています。 

AWARE 

警戒（Alert）、入念な準備（Well-prepared）
そして（And）緊急時に備える（Ready for 
Emergencies）の頭文字を取った AWARE は、

地域社会や近隣住民が緊急時の計画を作成する

ためのガイドです。www.espfocus.org で無料

で入手できます。 

管理委員会 

5 人で構成される管理委員会はロサンゼルスカ

ウンティーの統治機関です。1852 年に州議会

で設立され、行政、立法および準司法の役割を

持っています。メンバーは各地区での投票によ

って選ばれ、任期は 4 年 3 期に制限されてい

ます。 

低植物クリアランス 

火災時の財産、生活、環境の保護に向けた「防

御スペース」を作成するための効果的な実践モ

デル。Los Angeles County Fire Code にはカウ

ンティー内の最低基準の概説があります。詳細

は www.fire.lacounty.gov で入手できます。 

コミュニティベースの組織（CBO） 

緊急事態や災害の発生前、発生時、そしてしば

しば発生後に、個人や家族、特別なケアを必要

とする集団への支援を提供する地域団体。 

地域緊急対応チーム（CERT） 

緊急時に自身や家族、近隣住民を保護するため

に作られた全リスクおよび全危険対応の訓練。

住民に対して実施され、国が承認したコースの

訓練時間は 17～24 時間です。 
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EarthquakeCountry.info 

住民の地震の準備に役立つ情報、動画、アニメ

ーションを含むウェブサイト。ハンドブック

「地震の国に根を下ろす」は

www.earthquakecountry.info で入手できます。

スペイン語版は www.terremotos.org にありま

す。 

緊急 

予想外に発生し、人命、財産、収益性への潜在

的損失を最小限に抑えるための迅速な行動と介

入を要求する予見できない事件や出来事。 

緊急警報システム 

緊急警報システム（EAS）は、重大な脅威や国

家の非常事態を非常に短い通知で国民全体に知

らせます。 

緊急時への備え 

政府、組織、個人は、人命を救い災害被害を最

小限に抑え、また災害対応を強化するための計

画を策定することが求められます。 

緊急サバイバルプログラム（ESP） 

緊急時への備えに関する情報は、

www.espfocus.org または（213）974-1166 で

無料で提供されています。 

馬対応チーム（ERT） 

馬対応チームは、ロサンジェルス郡動物保護管

理部を補完するボランティア組織です。大規模

および小規模災害で、家畜の安全な避難の支援

を目的とします。防災の備えについて、馬の所

有者を教育する活動も行っています。詳細はロ

サンジェルス郡動物保護管理部までお尋ねくだ

さい。 

避難 

組織的、段階的、かつ当局の監督下で行われる

危険区域および潜在的な危険区域からの人の疎

開。 

災害コミュニケーションサービス（DCS） 

ロサンゼルス郡内で信頼性の高い緊急時の通信

を提供するアマチュア無線家のグループ。詳細

については居住地の警察署(Sheriff Station)にご

連絡ください。 

損害評価 

自然災害、人為的災害、緊急時に、死傷者の

数、公共および私有財産への損失、重要な施設

やサービスの状態を評価し確認するためのプロ

セス。 

災害 

自然の異変、技術事故、人為的ミスによる事件

を含む予期せぬ事故や出来事。組織に重大な物

的損害、複数の傷害や死亡をにつながる可能性

のある広範な破壊、損失、損傷を引き起こす。 

災害の復旧 

緊急時や災害の発生時、および事後に取られる

手順で、正常な状態の復帰を目的とします。復

旧は一般的に緊急事態が収まるとすぐに始めら

れます。大規模災害からの完全復旧には通常、

長い年月がかかります。 

災害対応 

災害の直後に開始されます。優先順位は生命と

財産の保護で、水、食料、避難所、医療支援な

どの人のニーズを満たします。 

伏せ（Drop）、頭を覆い（Cover）、つか

まる（Hold On） 
ただ一つの忠告として、地震が発生した際、周

囲の環境を意識して正しく行われれば最も効果

的なあなたが行える手続き。詳細は

www.earthquakecountry.info でご覧ください。 
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火災避難プラン 

火災発生時の住民の避難方法を段階的に示した

プラン。最低 2つの避難方法が示されている必

要があります。 

救急箱 

各家庭で簡単に手の届くところに応急処置用品

を置いておくことが必要です。事前に必要なも

のを準備しておくことが、緊急事態への対処に

役立ちます。自宅と車にそれぞれ 1つは救急箱

を用意してください。家族旅行にも携帯しまし

ょう。 

鉄砲水注意報 

お住まいの地域で鉄砲水が発生する可能性があ

ります。 

洪水警報 

お住まいの地域で鉄砲水が発生しているか、す

ぐに発生します。 

家庭の緊急時プラン 

世帯の各メンバーが潜在的な危険について十分

な情報を得ており、緊急時には何をすべきかを

確実に理解するための計画。避難路、避難計

画、コミュニケーション方法、電気・水道・ガ

スを閉める方法、安全上の注意、ペットのケ

ア、保険やその他の重要な情報などを含んでい

る必要があります。 

家庭用トランシーバー 

家庭用無線はカウンティー内の無線サービスが

中断される可能性が高いような大規模災害が発

生した際に利用可能な、比較的安価な手段で

す。 FRS無線機を使うと、損害や負傷者の状

況を確認しどこで資源が必要とされているかを

知るための近距離での通信が可能です。 

危険の緩和 

自然災害が発生した際に、人命や財産への長期

的なリスクを軽減もしくは排除するために取ら

れる任意の措置。 

避難経路 

危険な場所から安全区域や避難所に個人を避難

させるために警察によって指定された道路や高

速道路。避難経路は避難命令が発令された際に

口頭で、もしくは事前に作成された計画書で指

示されます。 

避難命令 

自宅や職場をただちに離れるようにとの保安官

や消防所からの直接の指示。避難命令に従わな

いと他の人の生命を危険にさらすだけでなく、

傷害や死亡につながることもあります。対象区

域を離れたら、避難命令が解除されるまで戻る

ことはできません。 

避難警報 

自主避難は自宅と周辺区域を離れる準備をすべ

きであることを意味します。家族、ペット、最

小限の必需品、重要書類をまとめ、緊急対応当

局からの指示を待ちます。特別な医療ケアが必

要だったり移動に制限がある場合、避難警報が

発令された時点で危険区域を離れる準備をして

ください。 

避難所 

対象区域の避難命令が長期化した場合、郡の要

請により赤十字が設置することがあります。避

難所の場所は安全性評価が完了して避難所への

入所の準備が整い次第、地元当局が発表しま

す。 

アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁 

防災、準備、対応および復旧計画を担当する合

衆国の政府機関。災害後の助成プログラムの管

理も行います。 

92 



 
電話連絡網 

グループ内の電話番号のリスト。電話での通知

はリストの最初の人から始まり、全員に連絡が

取れるまで続きます。 

RAIN 
危険物の疑いがあるものを感知した場合、危険

を認識し（Recognize）、問題区域を避け

（Avoid）、問題区域を孤立させ（Isolate）他

者の立ち入りも禁止し、当局に通知する

（Notify）、そして 911 に連絡するようにして

ください。高い所、風上、上流に居るようにす

ることを忘れないでください。 

レッドフラッグ 
レッドフラッグ警報は原野火災の発生および拡

散を引き起こす気象的条件が整ったことを対象

区域の消防当局や土地管理当局に知らせるため

に、米国国立気象サービスが発令する気象警報

です。この警報は対象区域で 24 時間以内に、

急速に広まる恐れのある植生火災が発生する確

立が高まっていることを意味します。 

現地避難所（シェルター・イン・プレイ

ス） 
危機が起こっている地域全般の住民や資産を保

護します。当局から「シェルター・イン・プレ

イス」の指示が出された場合、エアコン、換気

ユニットを切り、窓やドアの周辺など室内の隙

間をふさぎ、ラジオで危険が去ったという当局

の発表を待ちましょう。外に出ても安全という

指示があるまでは、シェルターから危険を冒し

て出ないでください。 

中小企業局（SBA） 
SBA は住宅所有者や賃貸人、ビジネス、民間

の NPO などに対し、宣告された災害で破損し

あるいは破壊された不動産、個人資産、機械機

器、ビジネス資産、在庫などの修理や交換をす

るための低金利の災害融資を提供します。また

災害で影響を受けた企業には、経済的損失ロー

ン（運転資金）を提供します。 

携行食（MRE） 
携行食はそのまま食べることのできる食品で

す。長期の保存が可能なパッケージになってお

り、食べるための準備もほとんど不要です。こ

のためこれらの食品は地震、洪水、ハリケー

ン、竜巻、その他の自然災害など緊急時の備え

には最適で、災害支援物資が届くまである程度

の期間は生命を維持することが可能になりま

す。 

  
  
  
  
  
  
自警団 

自警団（犯罪監視、または地域住民による犯罪

監視とも呼ばれます）は犯罪や破壊行為の防止

に向けて組織化された市民グループです。 

近隣住民ネットワーク 

災害の起こる前に近隣住民が集まってお互いを

知るほか、災害時の対応や災害後の復興計画に

ついて話し合います。 

国立海洋大気庁気象ラジオ（NWR）全災害用 

全国的なラジオ局のネットワークで、常に最寄

りの国立気象局拠点からの気象情報を流してい

ます。NWR は気象警報、注意報、予報、その他

の災害情報を年中無休で放送します。 

大流行インフルエンザ 

パンデミックは病気の世界的な発生です。イン

フルエンザのパンデミックは、新型インフルエ

ンザウイルスが免疫をほとんどあるいはまった

く持たない集団でワクチンが存在しない状況で

発生した際に起こります。人から人に容易に感

染し深刻な症状を引き起こし、短時間で国全体

ひいては世界中に広まります。 
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重要記録 

出生証明書、婚姻証書、死亡証明書などのライ

フイベントの記録。財産、機器、自動車、製品

などの所有権を証明する契約書や合意書も含ま

れることがあります。 

原野火災・山火事 

山火事は荒野、原野、未開墾地で発生した突然

のコントロールできない火災です。山火事はそ

の規模、燃え広がる速さ、方向が予測できない

こと、道路や川、防火帯などの緩衝地帯を挟ん

でも火の勢いが止まらないことにより、通常の

火災とは区別されます。原野火災は通常資産を

含んでいませんが、都市化の進行に伴い、こう

した火災は原野と開拓された地域の中間にある

ワイルドアーバン・インターフェースと呼ばれ

るエリアにある家屋やその他の資産に多大な被

害を及ぼす可能性があります。 

サバイバルエリア 

大規模な原野火災の発生中に、個人が避難でき

る区域。サバイバルエリアは住民が安全な場所

に避難することができない場合にのみ利用して

ください。このエリアは通常、植物の多い場所

にある家の中、もしくは自動車の中に居るより

は安全です。 

非組織化地域 

都市の管轄外にあるコミュニティと地域。結果

として、この地域は組織された都市の行政サー

ビスを受けることができません。郡政府が

「市」に代わって、警察、ゾーニング、建築許

可、図書館、公園、レクリエーションプログラ

ム、道路管理、交通信号、停止標識などの基本

的な自治体サービスを提供します。 
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写真提供 

E 地区・CERT 委員会 

ノーウォーク市 

ウィッティア市フォトアーカイブ（E.J.ボラニ

アンの好意による） 

ロサンゼルス郡アニマルケア＆コントロール・

ボランティア馬対応チーム 

ロサンゼルス郡消防局 

ロサンゼルス郡ヘルス・サービス 

ロサンゼルス・シェリフ・デパートメント災害

コミュニケーション・サービス 

ロサンゼルス郡危機管理オフィス 

  

デザイン＆レイアウト 

テレサ・アルゴンザ 

ロサンゼルス郡・チーフ・エクゼクティブ・オ

フィス―グラフィック・アーツ部門 

免責事項 

この冊子の内容は情報提供のみを目的としていま

す。コンテンツは法的もしくは専門家のアドバイ

スとみなされるべきではなく、そうあることを意

図するものでもありません。またそうした助言の

代替物となるものでもありません。いかなる種類

の補償または賠償も伴わず、ただ「そのままで」

掲載された情報の利用をめぐるリスクは利用者が

負うものとします。ここに掲載された情報は最新

の状況を反映していない可能性もあり、重要な意

思決定においてこの情報だけに依存すべきではあ

りません。 
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ラム理事会、およびカリフォルニア州緊急事態管理局経由で国土安全保障省
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