
避難所では、限られたスペースで多くの方が共同生活を送ることになります。日本の方も外国の方も
ルールやマナーを守り、皆さんで助け合って生活してください。
Many people will stay together in a limited space at an evacuation shelter.All people including Japanese and foreigners
follow the rules and manners, and cooperate to live together.

災害により自宅が壊れるなどして、自宅での生活ができなくなった方が 一時的に生活をおくる場所です。
This is a place where people who cannot live at home due to a disaster or other damage to their home can temporarily stay.

避難所は、地域防災協議会を中心として区民が開設・運営を行います。
皆さんも組織の活動に協力し、積極的に運営に参加してください。
The evacuation shelter will be opened and operated by the residents living in the area lead by the local disaster prevention council.
Please cooperate with the governing body and actively participate in the operation.

プライバシーの確保
Ensuring privacy

助け合いの心を持って生活してください。
Please live with a spirit of mutual help.

お年寄りや身体の不自由な方、乳幼児を抱えた方などには、気配りをしてください。
Please be careful for the elderly, people with disabilities, and people with infants.

体調が悪くなったときは、すぐに申し出てください。また、体調の悪い方を見かけたら、
避難所を運営する組織にお知らせください。
If you feel sick, please let the governing body know immediately.
If you see someone who is not feeling well,please inform the governing body.

「立入禁止」と表示された場所には入らないでください。
Do not enter areas marked "No entry".

外国の方は、同じ言語を話す避難者がいたときは、積極的に情報共有をしてください。
Please actively share information when there are evacuees who speak the same language.

その他、分からないことがあった時は、避難所を運営する組織に相談してください。
If you have any other questions, please consult with the governing body.

食糧等の配給時には、ルールを守ってください。
Please keep the order when distributing food etc.

数量が不足する物資は、乳幼児、子ども、妊産婦、障害者の方等に、優先的に配給を行いますので、ご協力ください。
If there is a shortage of food, we will give priority to infants, children, pregnant women, people with disabilities, etc., so please cooperate.

ベビーフード、粉ミルク、おかゆ、紙おむつなどは、必要な方へ配布しますので、避難所を運営する組織に相談してください。
Baby food, powdered milk, porridge, disposable diapers, etc. will be distributed to those who need them, so please consult with the governing body.

外部から避難所に戻る際には、靴の泥などの汚れをよく落としてください。
また、居住スペースでは、衛生面に配慮して靴を脱ぎましょう。
When returning to the shelter from the outside, be sure to clean the mud and other dirt from your shoes. 
Also, in the living space, take off your shoes for hygiene.

夜間は、寝ている方を起こさないように気を付けてください。
Be careful not to wake up the sleeping person at night.

プライバシーに配慮し、むやみに他人の場所に立ち入らないようにしてください。
Please be considerate of other's privacy and do not enter other people's places unnecessarily.

清掃
Cleaning

トイレ
Toilet

火災防止
Fire prevention

避難所の閉鎖
Closing of the shelter

電話の使用
Use of the phone

避難所内は清潔に保ち、全員で協力して清掃を行います。避難所内で出たごみは、必ず決められた場所に捨ててください。
Keep the inside of the evacuation shelter clean and work together to clean it. 
Be sure to dispose of the garbage generated in the shelter at the designated place.

災害用仮設トイレの使用後は、決められたルールに従い、衛生環境を保ってください。
After using the temporary toilet for disasters, please maintain a hygienic environment according to the rules.

居住スペースでの火気の使用及び喫煙は禁止です。喫煙は決められた場所で行ってください。
The use of fire and smoking in the living space is prohibited. Please smoke in the designated area.

携帯電話等での通話は、居住スペースを避け、他の避難者の迷惑にならないようにしてください。
Avoid living space when making calls using mobile phones, etc., and do not disturb other evacuees.

居住スペースではマナーモードに設定してください。
Please set your mobile phone to the manner mode in the living space.

避難所を閉鎖する時は事前にお伝えします。
We will inform you in advance when the shelter will be closed.

避難所の
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evacuation shelter

避難所とは
What is an evacuation shelter?
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Rules and manners for 
shelters in general

食糧・物資
Food and supplies

居住スペースの利用
Use of living space

Rules of evacuation shelters避難所生活のルール


