
 

 

保護者 様 

 

中央林間幼稚園 

サバイバルカードについて 

 

東日本大震災においては、被害にあっ 

た方々に心よりお見舞い申し上げます。 

本園でも今後、いつ同様の地震・火 

災などに見まわれるかわかりません。 

そこで、少しでも被害が少なく迅速 

に対応できるよう、幼稚園職員及び保

護者様との間で共通の認識が持てるよ

うにこのカードを作成しました。 

引き取り訓練時の所要時間を記入し、

メモの欄は連絡先等を記入していただ

き、活用していただけると幸いです。 

 

右図の青点線部分を切り取り、 

点線（     ）を山折、 

一点鎖線（     ）を谷折 

にして頂くと、お財布に入る 

大きさの物が２個できます。 

お父様、お母様で一つずつお持ち 

いただけます。更に欲しい場合は 

職員室でもお渡しできます。又、 

HPからも印刷できるようになって 

います。 

 

地震・火災等の詳細は4 月に 

お手紙が出ますので良くお読み 

ください。 

中央林間幼稚園 

サバイバルカード 

幼稚園では、 

こう対応しています 
子どもたちはこうします 引き渡し手順 お迎え困難者は・・・ 

大災害時、在園中のお子様は 
ご家族がお迎えに来るまでしっ
かりとお預かりします。 
 

ちゅうおうりんかんようちえん 
046-274-1177 
info＠chuorinkan.jp 

     @chuorinkan 

http://www.chuorinkan.jp 

 

 

 

 
災害時引き取り訓練所要時間 
徒歩    分・自転車    分 

徒歩による帰宅マップも作りましょう。 

地震発生時初期動作 

<屋内にいるとき> 
緊急地震速報が作動したら、あわて
ずに教職員が大きな落ち着いた声
で「机の下に身を隠す」指示をする。 
机の出ていない活動中は部屋の真
ん中に集まる。揺れがおさまったら
放送の指示で防災頭巾を着け、通路
の安全確認後、そのまま園庭に出
て、待機する。 
 
<屋外にいるとき> 
緊急地震速報が作動したら、あわて
ずに教職員が、大きな落ち着いた声
で「園庭の真ん中に集まる」指示を
する。園庭にて待機。 

そのあと、子どもたちはこうしてい
ます。 
<園にいるとき> 
     園(保育室) 
 
園庭(安全確保)  つきみ野中学校 
 
相模カンツリー倶楽部(大災害時) 

 
<バス乗車時> 
バス    適時安全地帯に 

避難・待機 
 
園から救助（自転車・徒歩） 
 
園庭で待機することが危険と判断
した場合は、状況を見て移動しま
す。その際は幼稚園の門に張り紙を
して移動します。 

りんかんメール配信 

*災害時はメールが届かないことも
想定されます。メールも電話も通じ
ない時は、Twitterでおしらせしま
す。全て不通の場合は連絡がなくて
もお迎えにきてください 

お迎え 
*ご家族の方が来るまでしっかりと
お預かりします。あわてず、落ち着
いて迎えに来てください。 

引き渡し 
*園に到着しましたら、担任もしく
は教職員にお声掛け下さい。クラス
名、園児名を伝えていただき、引き
渡しのサインを頂きます。 
 
*幼稚園は緊急時用に、「緊急地震速
報受信機」・「発信用優先電話」を設
置しています。 

★出来るようであれば、幼稚園に連
絡を入れる 
 
★お子様は保護者の方のお迎えが
来るまで、安全な場所（園 or 行政
機関）にて保護・宿泊します。 
 
★夜間の行動は注意しましょう。 
 
【東京の日の出・日没時刻】 

3/20 ５：４５ １７：５2 

6/20 ４：２５ １９：００ 

9/20 ５：２７ １７：４2 

12/20 ６：４６ １６：３１ 

    
防災首都圏ネット 
http://www.9tokenshi-bousai.jp/ 
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平成23 年3 月11 日の東日本大震災では、電話回線・携帯メールサーバーがダウンし保護者の方と連絡

をとる手段が途絶えてしまいました。新聞等でも報道されたように唯一の有効な手段は Twitter などの

SNSと呼ばれるインターネットを通じた連絡でした。 

この為、中央林間幼稚園では大災害時などに備えて緊急時用のTwitter を開設しました。 

メールも電話も不通になった時は Twitter で保護者の方へ情報開示しますのでフォローして下さるように

お願い致します。 

但し、災害時は停電やインターネットの不通などいろいろな状況が想定されますので、ご了承ください。 



 

 

 

メ モ 
おうちの方は 

こうして下さい 

おうちの方は 

こうして下さい 2 
災害用伝言板の利用方法 

家族との連絡 

災害伝言ダイヤルの使い方 

 

クラス 

 

園児名 

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

 

            

 

<決まり> 
災害が起きた時の事を家族で決め
ておきましょう。 
連絡先等 
                 
                 
                 
                                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
注 
携帯の電源が落ちて電話番号が分
からなくなってしまう事があるの
で紙に記載しておきましょう。 

<事前対策> 
家の中や外の倒れやすい物などを
確認し、対策をとりましょう。 
 
<屋内にいるとき> 
1 机の下に入り設備から離れる 
2 揺れがおさまったら火を消せ 
3 ドアを開けて出口を確保せよ 
4 外に飛び出すな 
 
<屋外にいるとき> 
1 カバン、着衣で頭を保護し、広い
場所へ避難、街路樹の活用 
ガラス飛散範囲→建物高さの1/2まで 
 
2 ブロック塀、門柱に近寄らない 

家族間で携帯会社が異なっても安否確認 
出来ます。 
 
【ドコモ】iモード 

『 i Menu 』＞『災害用伝言板』 
 

【au】Ezweb 
トップメニュ－＞『災害用伝言板』 
 

【SoftBank】Yahoo!ケータイ 
トップメニュ－＞『災害用伝言板』 
 

【WILLCOM】H”LINK 
トップメニュ－＞『災害用伝言板』 
 

毎月1・15日は各社が訓練に開放して 
います。日ごろから家族で訓練を。 
 
*スマートフォンについては各自で確認 
して頂き、使用できるようお願いいた 
します。 

 

171 をダイヤル 

【音声ガイド】 
1 →録音 2 →再生 
 
【音声ガイド】 
被災地の方は自宅の電話番号を、被
災地以外の方は被災地の方の電話
番号を市外局番からダイヤルする 
 
【音声ガイド】 
1# 

【音声ガイド】 
録音・再生（録音30 秒以内） 9# 
事前に下記を見ておくと便利です 
http://www.ntt-east.co.jp/saigai/ 
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