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利用規約に「同意」

登録者・メッセージの入力

伝言を登録する
「電話番号」を入力
携帯電話等の番号でもOK

伝言の登録

利用規約に「同意」

web「171」へアクセス
https://www.web171.jp

伝言を確認したい
「電話番号」を入力
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【11月・12月の出張相談日】

文化の日

勤労感謝の日

すくすくランドたくまひろばたくま

詫間町詫間旧三豊市役所詫間支所南庁舎2F（マリンウェーブ向かい）
TEL0875-83-7739

すくすくランドみのひろばみの

三野町吉津三野町保健センター
TEL0875-83-7739

ピヨピヨカンパニーやまもとひろばピヨカン

山本町財田西山本町保健センター（山本支所向かい）
TEL0875-83-7739

サニーハウスサニー

豊中町岡本2536-1
TEL0875-24-8690

仁尾町地域子育て支援センター仁尾

仁尾町仁尾丁636-1
TEL0875-82-3292

高瀬子育て支援ステーション スマはぴスマはぴ

高瀬町上高瀬2064-1
TEL0875-72-5155

11月 12月
※施設により利用年齢が異なります。相談日は変更になる場合がございます。すくすくHP・FB等でご確認ください。
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三豊市子育て支援コーディネーターが対応します。どんなことでもご相談ください。
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台風・大雨・地震…ここ数年日本各地で様々な自然災害が発生しています。
いざ災害が起こっても困らないために

何を想定して、どんな対策をすればよいのでしょうか。

子連れ防災

新たな避難情報に変わりました
令和3年5月20日に災害対策基本法が改正され

NPO法人すくすく　利用者支援専用ダイヤル　TEL.0875-23-6260 〒769-1101三豊市詫間町詫間1338-13　旧三豊市役所詫間支所南庁舎2Fこの事業は三豊市の委託事業です

ご存じですか？利用者支援事業
妊娠中や子育て中の悩みに、相談内容やご家庭のニーズに合わせた
情報提供や助言を行い、関係機関とお繋ぎするのが
子育て支援コーディネーターです。
子育てに関するどんなことでもお気軽にご相談ください。
【電話相談・すくすく施設内で相談・出張相談】

ネットで簡単‼
相談予約

コーディネーターの工藤です。
朝晩涼しくなってきて
食べ物が美味しい時期になりましたね。
最近、家事を終わらせた後時間がある時は
ウォーキングをしています。
何をしても三日坊主の私…
いつまで続くことやら(;’∀’)

相談方法/電話またはNPO法人すくすくのホームページから相談日をご予約ください（電話相談のみもOK）
対 象 者/三豊市在住の妊娠中の方および、18歳までの子どもの保護者

相 談 料/無料
受付時間/毎週月～金曜日8：30～16：30 ・月2回土曜日9：00～12：00※祝日・年末年始・お盆はお休み・その他休業日あり

伝言ダイヤル【171】や
災害用伝言板【web171】を活用しよう

安否確認のための伝言サービス

「もしも」に備えましょう

伝言ダイヤル web171

伝言の録音方法

「171」にダイヤル

「1」を入力

被災地の方の電話番号を入力

「1」を入力

メッセージを録音

「9」を入力で終了

伝言の再生方法

「171」にダイヤル

「2」を入力

被災地の方の電話番号を入力

「1」で再生

繰り返し再生は「8」
次の伝言の再生は「9」

再生後のメッセージの録音は「3」

伝言の登録方法 伝言の確認方法

伝言の確認

返信の伝言の登録

安否等の情報を音声情報として蓄積し、録音・再生できるボイスメール インターネットを利用した被災地の方々の安否情報を確認する手段



三豊市総務部危機管理課　防災指導員　佐倉文明さんに
お話しを伺いました。

災害にはこう備えましょう。

佐倉文明さん

施設により違いますが、予備の部屋等があれば
そのスペースを確保します。
また、空き部屋がない施設にはパーテーションで
区切るなどで確保してくれますよ！

三豊市が開設する避難場所に
おむつ替えや授乳のスペースは
確保されていますか。

こんな時はどうするの

耐震基準に適合していない住宅については、
耐震診断と耐震改修工事をしましょう。
室内においては、家具の固定をしましょう。
ガラスに飛散防止フィルムを貼ったり、
台所のコンロに【立ち消え安全装置】がついているかを
確認し、ついていない場合はつけるなどしましょう。

マンション（アパート）、一戸建て、
それぞれの防災対策を教えてください。

※1.建築住宅課TEL.0875-73-3044・※2.危機管理課TEL.0875-73-3119までお問い合わせください。
　三豊市補助制度があります。

トイレにいる場合
ドアを開け、避難経路を確保しましょう。

お風呂にいる場合
揺れがおさまってから最低限の衣類を身に着け、
外に出ましょう。

エレベーターの中にいたら
揺れを感じたら全ての階のボタンを押しましょう。
閉じ込められた場合は、インターホンや非常ボタンで管理
センターへ通報してください。インターホンや非常ボタン
がない場合は、携帯電話で管理センター、または消防・警察
へ通報しましょう。扉の外に人の気配がしたらカバンなど
で扉をたたくなど、
音を出して存在を知らせましょう。

車を運転中
減速してハザードランプを出し、左側に停車しましょう。
ラジオで情報を入手するとよいでしょう。
子どもは普段からチャイルドシートに座らせるか、シート
ベルトを着用させましょう。

電車に乗っている時
揺れを感じたら、低い姿勢を保ちながら、体を丸めて頭を
守りましょう。揺れが収まれば、乗務員の指示に従い避難
しましょう。

キッチンにいる場合
火元から離れ、まずは落下物などから身を守るための安全
確保を！(たいていの家庭のガスメーターは、震度5程度の
揺れを感じると自動的にガスの配給をとめる仕様になっ
ています。ガス会社に確認しましょう）

用意していますか？
非常持ち出し袋

「食品は長期保存がきくから数年はもちそう…」
「寝室にあったらすぐに持ち出せるけど邪魔だから…」
などと思い、しまい込むと意味がありません。

常に目に付く場所、家族で“ココ”と決めておき、
3か月に一度くらいは中身の確認を忘れずに！

非常持ち出し袋に入れるもの
①体の一部となるもの
　眼鏡・薬（お薬手帳）など
②避難をサポートする道具
　懐中電灯・笛・着替え（1回分）・携帯トイレ・
　マスク・体温計・ウェットティッシュ・消毒液・
　シューズ・スマホ・ラジオなど
③飲食物
　水（500ml×2～3本）
　食料はそのまま食べられるもの2～3食
④小さな子どもがいる場合
　おむつ・おしりふき・ミルク（粉・液体）・哺乳瓶・お菓子
　お気に入りのおもちゃや絵本・おんぶひも・スプーンなど

コロナウイルス
感染対策のために
入れておきましょう。

外に出た時ガラスが
散らばっていることが
考えられるので
履物も入れておきましょう。

自分の住んでいる
地域の危険性や避難場所などを
「三豊市総合防災マップ」で
確認することができますよ。
いざという時のために
市内各世帯に配布していますので
確認しておきましょう。9

※1

※2
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