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 大規模な災害はいつ起こるかわかりません。災害への備え、実際に災害が起きた時の行動、避難場所や

地域情報の入手の仕方、被災した時に役立つ情報など、あらかじめ知っておくべき知識について書かれて

いる資料や、情報の調べ方をご案内します。 

 

 

  

 

 

 

 

  

                      ※全 6 館…駅南、中央、行徳、信篤、南行徳、平田 

(1) 災害への備えについて調べる           

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『一家に一冊！防災アイデア手帖』 

世界文化社 2020 
369.3/ｲ 全 6 館 18 

自然災害だけでなく、感染症や犯罪からも身を守るための適切な対処法を載せたガイドブック。 

『防災イツモマニュアル』 

防災イツモプロジェクト／編 寄藤 文平／絵  

プラス・アーツ／監修 ポプラ社 2020 

H369.3/ﾎﾞ 
駅南 

行徳・信徳 
7 

普段から備えておくべき防災グッズや心構えを分かりやすいイラストで紹介している。 

『マンション防災の新常識』 

釜石 徹／著 合同フォレスト 2020 
369.3/ｶ 

6 館 

大野公 
18 

マンション住民が在宅避難で身を守るための防災対策を紹介している。 

 

(2) 被災後に役立つ情報について調べる 

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『火災・地震保険とお金の本』 

石川 英彦、高田 晶子、三上 隆太郎／著 自由国民社 2020 
H339.5/ｶ 

駅南 

中央・行徳 
7 

災害が起きてから、多くの人が直面する悩みを解決するための保険の仕組みや制度を紹介している。 

『被災したあなたを助けるお金とくらしの話』 

岡本 正／著 弘文堂 2020 
369.3/ｵ 

駅南・中央・行徳 

南行徳・信篤 
18 

被災後の生活再建に役立つ制度や手続きを親しみやすいイラストを交えてわかりやすく解説。 

『災害不調』 

工藤 孝文／著 KADOKAWA 2021 
V493.7/ｸ 駅南・中央 12 

医師である著者が、被災後に襲い掛かってくる不安や不調の原因と解消法を Q＆A 方式で回答している。 

１． 図書で調べる 

 

「災害情報」について調べる 

◆◇◆ 調べるときのキーワード ◇◆◇ 

「災害」「地震」「震災」「活断層」「津波」「複合災害」「防災」 

「災害予防」「被災者支援」「減災」「ハザードマップ」「避難」など 
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(3) 高齢者・子ども・ペット・家族を守る 

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『シニアのための防災手帖』 

三平 洵／監修 産業編集センター 2019 
H369.3/ｼ 全 6 館 7 

シニアが命を守るために必要なポイントを著者が被災経験を交えてアドバイスをしている。 

『子どもの命と未来を守る！「防災」新常識』 

奥村 奈津美／著 辰巳出版 2021 
H369.3/ｵ 駅南 7 

子どもの防災をテーマに災害対策を考える 1 冊。妊娠中や障がい児といった個別の対策も紹介。 

 『ペットの命を守る本』 

  サニーカミヤ/著 小沼 守/監修 緑書房 2021 
H645.6/ｶ 中央  

災害時におけるペットの救急と日頃の備えについて取り上げる。ペットのケガや病気の応急処置も掲載。 

 

(4) 千葉県と市川市の防災・減災資料 

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『市川市減災マップ』 

市川市危機管理室地域防災課 2015 
I/T8 

駅南・中央 

行徳・南行徳 
25 

避難場所情報、市川市減災マップ、地震ハザードマップなどを掲載。北東部版、南部版、北西部版、中部

版がある。最新版（2019 年）は中央所蔵。 

『千葉県地震防災戦略  平成 29 年 7 月改訂』 

千葉県 2017 
C10/T8 中央  

千葉県での首都圏直下型地震の被害を最小限に抑えるための対策や指針を取り上げる。 

                        

 (5) 震災の記録について調べる  

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『災害列島・日本』 

3.11 写真記録委員会／編 芥川 仁／［ほか撮影］ 扶桑社 2021 
369.3/ｻ 

駅南 

中央・行徳 
18 

東日本大震災からコロナ禍までの日本の災害を 49 人の写真家が映し出す。 

『福島環境再生 100 人の記憶』 

環境省環境再生・資源循環局／編著 福島民報社 2021 
369.3/ｶ 

駅南・行徳 

中央・平田 
18 

東日本大震災から 10 年、様々な立場で福島の復興に関わった 100 人へのインタビューによる記録。 

 

 (6) コロナ禍における災害・避難方法について調べる  

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『感染しないひなん所生活』 

岡田 晴恵／著 片岡 信和／気象監修 フレーベル館 2020 
K369/ｵ 中央・行徳 

 

密になりやすい避難所生活で感染を防ぐポイントを、小学生にもわかりやすくさまざまな角度から紹介。 

『実践的分散避難と避難所運営』 

山村 武彦／著 ぎょうせい 2020 
369.3/ﾔ 中央  

複合災害に備えて知っておきたい避難所運営・避難方法・避難者のマナーなどを具体的に解説。 
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ビジネス雑誌や時事を扱った週刊誌などで防災に関する最新の情報を入手できます。 

記事 雑誌名 所蔵館 

東日本大震災と原発事故 
環境と公害 

2021 年 AUTUMN 
中央 

災害 震度 5 が続発は巨大地震の「前震」 
AERA 

2021 年 12 月 20 日号 
中央・行徳 

 

 

 

 駅南では、新聞・雑誌記事、法律や判例を検索できるデータベースがあります。館内に設置されたノー

トパソコンでご利用ください。有料でプリントアウトすることもできます。 

データベース名 内容 検索結果例 

ヨミダス歴史館 

（読売新聞データ

ベース） 

1986 年 9 月からの読売新聞と

The Japan News（旧 THE 

DAILY YOMIURI）（英字新聞）

を収録。 

【キーワード：千葉県×地震】 

「【防災ニッポン】  

劇場・ホールでシナリオ  地震」読売新聞 

2022 年 1 月 18 日 東京朝刊 朝特 A 21 頁  

3318 字 10 段  

日経テレコン 21 「日経新聞」「日経産業新聞」

「日経 MJ（流通新聞）」「日経

プラスワン」等の記事を収録。

1975 年からの見出しと一部の

抄録、1981年からは記事の全文

検索ができる。また、企業・財

務情報や各種の統計データの

参照も可能。 

【キーワード：市川市×災害】 

「楽天など、都市でドローン配送」 

日経産業新聞 2021/01/19 5 ページ  

511 文字 

  

 

  

テーマに関連する機関のホームページをご紹介します。 

① 市川市ホームページ 

 ☛ https://www.city.ichikawa.lg.jp/gen06/saigai.html 

    「市川市における防災等に関する情報」というページでは、防災豆知識として、地震対策や 

助成制度、被害想定、洪水ハザードマップなどの情報がご覧になれます。また、気象情報、 

ライフライン情報、災害伝言ダイヤル等の外部 web サイトへリンクから飛ぶことができます。 

＜ページの開き方＞ 

   ホーム＞暮らし＞防災・災害＞災害ポータルサイト＞市川市における防災等に関する情報 

 

 

３． データベースで調べる 

４． インターネットで調べる 

２． 雑誌で調べる 

https://www.city.ichikawa.lg.jp/gen06/saigai.html
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② 千葉県防災ポータルサイト 

   ☛ http://www.bousai.pref.chiba.lg.jp/ 

 千葉県のハザードマップ、地震被害想定、千葉県の防災対策まめ知識、関連サイトの 

リンク集等を掲載し千葉県の防災について調べる入口となるサイトです。 

トップページには、緊急情報、防災ニュース、避難勧告および指示、避難所情報、気象関連の 

情報などが掲載されており、必要性の高い情報が一目でわかるように工夫されています。 

 

③ 内閣府 防災情報のページ 

    ☛ http://www.bousai.go.jp/ 

    災害状況・被害状況の公表のほか、防災対策情報や内閣府の防災に関する政策等を 

公開しています。防災対策や防災教育に関する動画もあります。 

＜ページの開き方＞ 

内閣府ホーム＞内閣府の政策＞防災＞防災情報のページ 

 

④ 国立国会図書館東日本大震災アーカイブ（愛称：ひなぎく） 

  ☛ http://kn.ndl.go.jp/ 

    東日本大震災に関する音声・動画、写真、ウェブ情報等のデジタルデータ、関連する 

文献情報を集めて、包括的に検索・活用ができるようにしたサイトです。 

 

⑤ J-SHIS 地震ハザードステーション 

☛ http://www.j-shis.bosai.go.jp/ 

全国地震動予測地図（注）の情報を公開しています。 

    自宅や職場、学校など、身近な場所の地震のリスクを知ることができます。 

（注）将来日本で発生する恐れのある地震による強い揺れを予測し、予測結果を地図として 

表したもの。 

 

   

       

 災害の相談を受け付けている窓口を紹介します。 

 ・日本政策金融公庫 災害等相談窓口 

    ☛ http://www.jfc.go.jp 

    地震、台風、豪雪などによる災害の発生した場合、各支店に相談窓口を設置し影響を受けた 

    中小企業・小規模事業者や農林漁業者などの融資や返済条件の緩和などの相談に対応します。 

 

  ※このリストで紹介した以外の関連資料も所蔵しています。お探しの資料が見つからないときは、 

お気軽にレファレンスカウンターにお尋ねください。 

                             最終アクセス 2022 年 1 月 25 日 

 

５． 相談窓口 

市川市市川駅南口図書館     〒272-0033 市川市市川南 1-10-1 

（指定管理者 ㈱ヴィアックス）    I-link タウンいちかわ ザ タワーズ ウエスト 3階 

                          TEL 047-325-6241 

http://www.bousai.pref.chiba.lg.jp/
http://www.bousai.go.jp/
http://kn.ndl.go.jp/
http://www.j-shis.bosai.go.jp/
http://www.jfc.go.jp/

