
篠岡学区地域協議会 防災防犯部会

篠岡学区の本年度の自主防災組織のみなさん、

こんにちは！

本来は５月２４日（日）１０時から合同の説明

会を開催する予定でしたが新型コロナウイル

スによる感染症拡大防止の観点から中止する

ことに致しました。

つきましては、資料を皆様にお届けして、各区

での活動意識向上、地域の絆、活動内容の掌

握などに役立てて頂ければと思い協議会で作

成致しました。

有効活用していただければ幸いです。
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防災防犯部会としまして、５年が経過しました。

毎年、篠岡広域防災訓練を開催しまして、その年の各地区自主防災組織の各役員を中心

に毎回約３００名の方の参加を頂き、篠岡小学校で様々な訓練を行いました。

延べ参加人員としましては、約１，５００人となり篠岡学区人口６，５５０人の２２％の

方々が参加されました。

今後も【いざという時に地域ぐるみで活動を！】テーマに実践的な訓練と防災・減災活動

の情報収集そして、【備え】をみなさんと取り組んで行きたいと考えております。今後も

引き続き、篠岡学区の地域の【絆】を大切に巨大地震に備えて行きましょう！

皆さん！ こんにちは！ 篠岡学区地域協議会 防災防犯部会です。

２０２０年度 各地区自主防災組織の各役員に選出された方、お疲れ様です。

１年間よろしくお願いします。

私達も選出？ 順番？ 各町内会ルール？などで組織表の記載されました。

正直、自分は何をすれば良いのか？

不安と不満な気持ちで１年間が過ぎた事を思い出します。

何で、自分が、私が。。。。。嫌だなぁ～、面倒だなぁ～と思われるかも知れませんが。

選ばれた限りは、自身の為、地域の為に前向きに取り組んで行きましょう！

個々の自主性が最も大切な事になります。

どうか率先垂範で取り組んで行かれるよう願っております。
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多くの犠牲者を出した平成7年1月の阪神・淡路大震災
では、普段からの近隣や地域社会とのつながり、結びつきが
きわめて重要であることが再認識されることとなった。

阪神・淡路大震災では、瓦礫の下から救出された人のうち
約8 割が家族や近所の住民らなどによって救出されたとい
う報告がある（図１）。 また、特定の地域では自力又は家族

や近所の住民によって救出された割合が 9 割を超えるとい
う調査結果もある（図２）。

また、発災後の活動では、震源地に近く全半壊の建物が8割

と甚大な被害を受けたにも関わらず、普段からの見守りネット
ワーク活動が機能し、さらには近隣同士の助け合い、消防団の
活躍により、発災当日の午後 3 時すぎには全員の安否確認

が終了した旧北淡町富島地区（現淡路市）の例や、地区ぐる
みでのバケツリレーによって火災の拡大を食い止めた神戸市
長田区真野地区での活動にみられるように、普段から支え合

う関係が、大規模災害における犠牲を最小限に食い止めるた
めに大きな役割を果たしている。

こうした例からも、普段から支え合う関係をつくり、地域社会
とのつながりを持つことの重要性がみてとれる。

3 出典：「大規模地震災害による人的被害の予測」（河田恵昭 自然災害科学第16巻第1号）
4 出典：「兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書（神戸市内、標本調査）」（日本火災学会）
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各地区での救出・消火・救護・安否確認・避難誘導・情報収集・広報・避難所運営など

篠岡学区地域協議会
避難所運営委員会

篠岡小学校

篠岡中学校

池
之
内
地
区

自
主
防
災
会

林

地
区

自
主
防
災
会

篠
岡
第
１
区

自
主
防
災
会

篠
岡
第
２
区

自
主
防
災
会

篠
岡
第
３
区

自
主
防
災
会

篠岡学区のそれぞれの自主防災会、婦人消防クラブは

誰が、何を、いつ、どの様に協力して活動しますか？

地域での防災力はどうでしょうか？ 連携
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非常持出し品備え、
家具の転倒防止！

家族の防災会議 日頃からの
ご近所付き合い！
向こう三軒・両隣！

自主防災組織
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地 震 名 発生日
発生
時間

マグネ
チュード

最大
震度

死傷者数 倒壊数

東海地震

？？？ ？？？ Ｍ 8.0

7

死者 住家全壊

発生確率予想 （予想）
行方
不明者

住家半壊

30年 88% 負傷者
住家

一部損傷

熊本地震

2016年 M 6.5 7 死者 239 住家全壊 8,671

4.14 21:26 M 7.3 7 行方
不明者

住家半壊 34,467

4.16 1:25 負傷者 2,780
住家

一部損傷
160,468

東日本
大震災

2011年
3.11

14:46 M 7.9 7

死者 19,533 住家全壊 121,768

行方
不明者

2,585 住家半壊 280,160

負傷者 6,230
住家

一部損傷
744,396

新潟県
中越地震

2004年
10.23

17:56 M 6.8 5弱 死者 68 住家全壊 3,175

18:11 ～ 行方
不明者

住家半壊 13,810

18:34 7 負傷者 4,805
住家

一部損傷
105,682

阪神・淡路
大震災

1995年
1.17

5:46 M 7.3 7

死者 6,434 住家全壊 104,906

行方
不明者

3 住家半壊 144,274

負傷者 43,792
住家

一部損傷

過去の大震災と南海トラフ巨大地震の比較！
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［震度４ ]
＠ ほとんどの人が驚く。
＠ 電灯などのつり下げ物は大きく

揺れる。
＠ 座りの悪い置物が倒れること

がある。

［震度 ５ 弱］
＠ 大半の人が、恐怖を覚え、物に

つかまりたいと感じる。
＠ 棚にある食器類や本が落ちる

ことがある。
＠ 固定していない家具が移動する

ことがあり不安定なものは倒
れることがある。

［震度 ５ 強］
＠ 物につかまらないと歩くことが

難しい。棚にある食器類や本で
落ちるものが多くなる。

＠ 固定していない家具が倒れる
ことがある。

＠ 補強されていないブロック塀が
崩れることがある。

［震度６弱 ]
＠ 立っていることが困難になる。
＠ 固定していない家具の大半が移動

し倒れるものもある。
ドアが開かなくなることがある。

＠ 壁のタイルや窓ガラスが破損、
落下することがある。

＠ 耐震性の低い木造建物は、瓦が
落下したり建物が傾いたりする
ことがある。倒れるものもある。

［震度６強 ]
＠ はわないと動くことができない。

飛ばされることもある。
＠ 固定していない家具のほとんどが

移動し倒れるものが多くなる。
＠ 耐震性の低い木造建物は傾くもの

や倒れるものが多くなる。
＠ 大きな地割れが生じたり大規模な

地すべりや山体の崩壊が発生する
ことがある。

［震度７ ]
＠ 耐震性の低い木造建物は、傾くもの

や、倒れるものがさらに多くなる。
＠ 耐震性の高い木造建物でも、まれ

に傾くことがある。
＠ 耐震性の低い鉄筋コンクリート造の

建物では、倒れるものが多くなる．

４

５弱

５強

６弱

６強

７

気象庁震度階級開設表

この表は、ある震度が観測された時に、その周辺で発生するゆれなどの現象や被害の目安を示したものです。
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近所の安否を呼びかける！
状況を確認する！

非常用品の備え
家族との備え

近所付き合い
近隣の絆

勉強会・訓練
初動活動知識

消
火

救
出

救
護

避難
行動

避難
生活

出
来
る
で
し
ょ
う
か
？
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地域・町内会
自主防災組織など地域
住民が相互に助け合う
こと。

○ 自主防災組織の初動活動

○ 地域で防災訓練を実施

● 被災当初の救出・初期消火

● 避難所の運営など

● 地域の行事に参加して顔の

見える関係をつくる。

行政機関
国・県・市や警察、消防
など行政機関による
防災活動

○ 総合的な防災対策の実施

○ 「自助」「共助」の推進

● 総合防災訓練の実施

● 自主防災会の育成・指導

● 防災意識の普及・啓発

自分と家族
自分と家族の安全は
自分で守る。
（防災の基本）

○ 食糧、飲料水などの備蓄

○ 家の耐震診断・耐震改修

○ 家具の固定

● ラジオなどによる情報収集

● 家族での安否確認方法を確認

● 避難所と避難経路の確認

巨大地震へ備える！
個人の判断（防災の
基本です）

近所付き合いが
大切です。

行政と町内会の連携
が重要です！
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取扱注意

役　割 氏　名 住　　所 電　話 担　当　班

防災活動

全体統括
全体統括

防災活動指揮

・避難誘導
第1町内会

広報・防災活動

救出・救護・消火

活動班長　Ⅰ 救出・救護・消火  1.2.3.4.5

活動班長　Ⅱ 救出・救護・消火  6.7.8.9.10

活動班長　Ⅲ 救出・救護・消火  11.12.13.14.15

活動班長　Ⅳ 救出・救護・消火  16.17

防災活動指揮・

避難誘導
第２町内会

広報・防災活動

救出・救護・消火

活動班長　Ⅰ 救出・救護・消火  1.2.3.4.5

活動班長　Ⅱ 救出・救護・消火  6.7.8

活動班長　Ⅲ 救出・救護・消火  8.9.10.11.12

活動班長　Ⅳ 救出・救護・消火  13.14.15.16.17

活動班長　Ⅴ 救出・救護・消火  18 ～ 24

防災活動指揮・

避難誘導
第３町内会

広報・防災活動

救出・救護・消火

活動班長　Ⅰ 救出・救護・消火  1.2.3.4

活動班長　Ⅱ 救出・救護・消火  5.6.7

活動班長　Ⅲ 救出・救護・消火  8.9.10.11

防災活動指揮

・避難誘導
第４町内会

広報・防災活動

救出・救護・消火

活動班長　Ⅰ 救出・救護・消火  1.2.3

活動班長　Ⅱ 救出・救護・消火 　4.5

活動班長　Ⅲ 救出・救護・消火 　6.7

防災活動（会長補佐）

防災活動（会長補佐）

防災活動（会長補佐）

情報連絡部長

活動本部長

会　　計

書　　記

会 計 監 査

副　会　長

情報連絡部長

活動本部長

〈第２町内会〉　県営篠岡住宅

副　会　長

情報連絡部長

活動本部長

〈第３町内会〉　県営篠岡第２住宅

副　会　長

情報連絡部長

活動本部長

〈第４町内会〉　スカイステージ 33

副　会　長

２０２０年度　      区

役　　名

会　　長

〈第１町内会〉　宅地・ガーデンタウン

自主防災会組織　及び　任務分担一覧表
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篠岡第１区サンプル

取扱注意

役　割 氏　名 住　　所 電　話 担　当　班

防災活動

全体統括

防災活動指揮・

避難誘導
第１町内会

広報・防災活動

救出・救護・消火

活動班長　Ⅰ 救出・救護・消火  1.2.3.4.5

活動班長　Ⅱ 救出・救護・消火  6.7.8.9.10

活動班長　Ⅲ 救出・救護・消火  11.12.13.14.15

活動班長　Ⅳ 救出・救護・消火  16.17

防災活動指揮・

避難誘導
第２町内会

広報・防災活動

救出・救護・消火

活動班長　Ⅰ 救出・救護・消火  1.2.3.4.5

活動班長　Ⅱ 救出・救護・消火  6.7.8

活動班長　Ⅲ 救出・救護・消火  8.9.10.11.12

活動班長　Ⅳ 救出・救護・消火  13.14.15.16.17

活動班長　Ⅴ 救出・救護・消火  18 ～ 24

防災活動指揮・

避難誘導
第３町内会

広報・防災活動

救出・救護・消火

活動班長　Ⅰ 救出・救護・消火  1.2.3.4

活動班長　Ⅱ 救出・救護・消火  5.6.7

活動班長　Ⅲ 救出・救護・消火  8.9.10.11

防災活動指揮・

避難誘導
第４町内会

広報・防災活動

救出・救護・消火

活動班長　Ⅰ 救出・救護・消火  1.2.3

活動班長　Ⅱ 救出・救護・消火 　4.5

活動班長　Ⅲ 救出・救護・消火   6.7

防災活動（会長補佐）

防災活動（会長補佐）

防災活動（会長補佐）会 計 監 査

活動本部長

〈第３町内会〉　県営篠岡第２住宅

副　会　長

情報連絡部長

活動本部長

〈第４町内会〉　スカイステージ 33

副　会　長

情報連絡部長

活動本部長

会　　　計

書　　　記

情報連絡部長

２０２０年度　     区

役　　名

会　　長

〈第１町内会〉　宅地・ガーデンタウン

副　会　長

情報連絡部長

活動本部長

〈第２町内会〉　県営篠岡住宅

副　会　長

婦人消防クラブ組織　及び　任務分担一覧表



小牧市全体
消防職員１５４名 本部職員２６名
本署２５名 南支署２０名 北支署２０名

（消防救急車両）
水そう付消防ポンプ自動車 ５台
消防ポンプ自動車 ２台

救助工作車 １台
水そう車 ２台
はしご車 ２台

化学車 ２台
救急自動車 ５台

消防団 全６分団 消防団車両全６台
１３９名 （女性１６名含む）
篠岡地区管轄 第４分団 ２０名 消防ポンプ自動車１台（緊急時５名程度出動）

大草地区 第５分団 ２０名 消防ポンプ自動車１台（緊急時５名程度出動）

篠岡地区管轄 東支署
東支署 ２６名
（常時８名から９名程度勤務）

（消防救急車両）
水そう付消防ポンプ自動車 １台
消防ポンプ自動車 １台

水そう車 １台
はしご車 １台
救急自動車 １台

小牧市の人口 １５２，８４２人

小牧市の所帯数 ６８，４５８戸

小牧市の区数 １２９区

小牧市小学校区 １６校

篠岡学区の人口 ６，４４０人

篠岡学区の所帯数 ２，７２４戸

篠岡学区の区数 ５区

篠岡学区小中学校 ２校

令和２年４月１日現在
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みんなで
確認しましょう！
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地震発生

最初の大きな揺れは
約１～３分間

●まず、自分の身を守る
●揺れが収まったら火を消す
●非常脱出口の確保

（ドア、窓を開ける）

１～３分

揺れがおさまった

●火元の確認 ☞
ガスの元栓を閉め、電気
のスイッチ・ブレーカー
を切る。火が出ても落ち
着いて初期消火をする。

●家族の安全を確認 ☞
倒れた家具の下敷きになっていないか確認

●靴・スリッパを履く ☞
家の中はガラスの破片が散乱して危険

３～５分
隣近所の安全確認、
出火防止、初期消火、
余震に注意

●隣近所に声をかける
●近所に火が出ていないか確認

●隣近所で助け合う
（災害時要支援者の安全確保、
行方不明者、けが人は
いないか確認）

●出火防止を呼び掛ける
●初期消火を行う
●漏電・ガス漏れに注意
●余震に注意

火災の発見、
家屋の倒壊発見、
負傷者発見

１０分～数時間

●活動班による地域
内の被害情報の収集

●区などからの情報を
住民へ正しく伝える

●活動班による初期
消火活動

●救出・救護班による救出活動
●負傷者の応急救護や救護所への搬送
●地域の事業所などの協力を得る
●困難な場合は消防署などへの
出動を要請する

●落ち着け！ ●玄関を開けろ！

●身を守れ！ ●家族は大丈夫か！

情報収集、消火、救助、医療救護、行方不明者の捜索

最大震度６～７の場合、
おそらく、机などの下
へもぐりこむ事が不可
能かも知れません！
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避 難 生 活

●みんなで消火・救出活動
●ラジオや防災無線で正しい情報を

確認する
●デマにまどわされない
●避難には車を使わない
●避難の際はブロック塀、ガラス、

ガレキに注意する
●電話は緊急連絡を優先する

●避難者同士が協力して、
秩序ある避難生活を

●自主防災組織に協力する。
●消火と救出に協力する
●壊れた家には戻らない
●水・食料は備えているものでまかなう

火災の発見、
家屋の倒壊発見、
負傷者発見

１０分～数時間

在宅避難の確認
避難所の立上げ

●指定された避難所での
避難生活に入る

●区が協力して避難所運営
●災害時要支援者に対する配慮

数時間～３日

みんなの〔協力〕と
〔絆〕が大切です。

情報収集、消火、救助、医療救護、行方不明者の捜索
市災害対策本部との連絡・調整、情報提供

水・食料、生活物資の受領・配布

仮設トイレの設置

在宅避難者の支援

⑥避難者の受入れ
⑦避難所運営会議の設置
⑧避難者名簿の作成
⑨避難所生活ルールの決定

①避難所の開錠
②避難所の開設準備
③施設の安全確認
④避難者の受入れ準備
⑤施設レイアウト決定 ⑩学校再開に伴う配置換え

余震に備える！
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市・消防機関が必要とする情報

地震発生

情報収集を迅速に行うため、事前に調査区域を（班・組別）分けて担当者を決め、地域内の

被害状況等、必要な情報を収集します。

被害報告を受けた情報班は、被害状況を自主防災会長に報告して組織内に周知するととも

に、市災害対策本部などの防災関係機関に報告します。「被害なし」 という報告も災害の全

体像をつかむための重要な被害情報になりますので忘れずに報告するようにしてください。

防災無線や市の広報車、テレビ、ラジオで正確な情報を確認し、地域内の各家庭に伝えて

混乱が起こらないようにしましょう。

地域内の被害状況（死傷者や建物、道路等の破損状況等）や火災発生の状況を迅速にとりまとめ、

市災害対策本部に報告するようにしましょう。

状況の

とりまとめ

情報班による
情報収集活動

市災害対策本部

への連絡

●人的被害
死者、行方不明者、負傷者（重傷者・軽傷者）

●住家被害
全壊、半壊、一部損壊、床上・床下浸水

●公共施設の被害
●公共土木施設の被害 道路、橋梁、河川など

●ライフライン被害
水道施設、交通施設、ガス施設、下水道施設など

●火 災
●田畑の被害

●その他の被害
がけ崩れ、地すべりなど
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巨大地震発生時には家屋の倒壊などにより多数の生き埋め者が発生することが

予想されます。しかし、消防等の防災関係機関だけでは十分な対応ができません。

地域の自主防災組織が協力して救出・救助にあたりましょう。

自分の安全を確認したら、隣人の救出

負傷者等の居場所の情報を集める。大きな声で叫び 反応を見る。

居場所がわかったら救出のための人を集める。

（負傷者が見える場合は 5～10人、見えない場合は20人位。）

ノコギリ、ハンマー、バール、ジャッキ、ロープな どの資機材で救出。

自 主防 災組 織 に よ る 救 出

大規模な救出作業が必要な場合は、チェンソーやエ ンジンカッター

などを利用した救出。

被災者の位置、人数などを的確に把握しておくこと。

近隣住民による

救出活動

救出・救護班

による救出活動

消防署等による

救出活動

家屋の倒壊

生き埋め者発生
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地震による火災発生を防ぐためには、各家庭における出火防止対策が一番大切ですが、

いざ火災が発生したら地域の自主防災組織が協力して初期消火活動にあたるように

しましょう。ただし、地域で行う初期消火活動はあくまで火災の延焼を防止することが目的

ですので、決して無理はしないように注意してください。消防団員や消防署員が到着したら

その指示に従うようにしましょう。

大規模な地震が発生すると、多数の負傷者が出るため、すぐに医療機関による治療が

受けられるとは限りません。負傷者を発見した場合は、まず応急手当を行い、重傷患者

や中等傷患者は、市が設置する救護所（東部市民センター）に搬送するようにして

ください。救護所が設置される場所は事前に町に確認しておきましょう。

揺れが収まってから、すばやく火の始末をする。出 火

火災発生

延焼拡大

地震発生

避 難

消火器、風呂水などを使って自ら消火活動。

消火班を中心に住民が協力して、可搬ポンプ、バケツリレーなどによる

初期消火活動。消防署員が消火を開始した ら指示に従う。

消防署員による消火活動。

避難誘導班の指示に従って避難を開始する。
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避難した人達が協力し助け合い運営する。

自主防災会、婦人消防クラブ、行政、消防、警察、病院、自衛隊、

ボランティアすべての人々が協力、助け合うことが重要ですが。。。

各地区から徒歩・車で
避難者が押し寄せて来ました！

No.22



１．指定避難所

篠岡小学校

２．発災時期

冬で雨が降り、夜間。（午後11時）

３．初動期の活動（翌日の朝まで）

【 体 育 館 】
・照明設置・通路確保
・各区単位の避難位置設定・避難者の誘導
・ケガ人、救護スペースの設定
・授乳スペースの設置
・トイレ確認

【 運 動 場】

・車中泊避難者の駐車誘導

※校舎から離れた場所優先

※車通路の確保(７ｍ程度)

・運動場のトイレ確認

【緊急初動班（２名：市職員）】
●体育館と備蓄倉庫の鍵を開錠
●校門は無施錠。●体育館の分電盤の鍵あり。●校舎の鍵なし。

【集まったスタッフが中心】
●体育館の安全を確認
●建物損傷、ガラス、ガス漏れ、漏水など

【トイレ使用不可の場合】
☆仮設トイレの設置
☆仮設トイレが設置されるまでは、簡易トイレ（凝固剤付）を使用。

仮説
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篠岡学区地域協議会

防災防犯部会のメンバーが

協力して、作成したマニュア

ルがあります。いざという時

の為に事前に内容を把握しま

しょう！
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災害時要配慮者（一人暮らしや寝たきりなどの高齢者、身体的、知的な障害を有する人な

ど）に対する援助も必要です。災害が発生した場合、情報把握、避難、生活の確保などの

活動を、的確かつ迅速に行いにくい立場に置かれてしまいます。私たち一人ひとりがお互

いに協力しあい、地域が一丸となって積極的な支援を行えるよう心がけましょう。

●援助が必要なときは、
複数の人で対応する。
急を要するときは、
ひもなどで背負い安全な
場所まで避難する。

●車いすは、階段では
必ず2人以上、できれば
3～4人で援助する。

●上がるときは前向きに、
下がるときは後ろ向きに
して恐怖感を与えないように。

●とっさの脱出避難の際に要救援者1人に
対して、救援者が2人以上いるとは限らない。
ひもなどで背負い、要配慮者の両手は自由
がきくようにする。

●杖を持った方の手はとらない。
●手先や手首を持たないでひじのあたりに
軽く触れて、ゆっくリ歩く。

●方向や目の前の位置などは、時計の文字盤
の位置を想定して伝える。

話をするときはまっすぐ顔を向け、
口はなるべく大きく動かして話す。
筆談（筆記法）は手の指先で文字
を書くやリ方でもよい。

耳が不自由な人

目が不自由な人肢体の不自由な人

高齢者・傷病者

外国の人

●とっさのときは、身振り手振りで話しかけ、
孤立させないようにする。
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篠小 篠中 東部市民 合計

乾パン ３８４ ３８４ ４２０ １，１８８

簡易トイレ（凝固剤付） １０ － － １０

災害弱者兼用トイレ ２ ２ ２ ６

真空パック毛布 １４０ １４０ １４０ ４２０

真空パックタオル ２００ ２００ ２００ ６００

給水袋（10ℓ） ３００ ３００ ３００ ９００

給水袋（5ℓ） － ４００ － ４００

給水タンク（500ℓ） ２ ２ ２ ６

多人数救急箱 １ １ １ ３

移動式炊飯器(はそり鍋) １ １ １ ３

発電機（燃料入り） ２ ２ － ４

スコップ １０ １０ １０ ３０

バケツ ２０ ２０ ２０ ６０

ハンドマイク １ １ １ ３

■ 各指定避難所の備蓄品リスト

■ 自助の部分参考データ

■ 各地区防災倉庫

No.26

①家具固定率：約35％（東海） 約25％(全国) ⇒ 100％(目標)

全世帯で家具が固定されていれば、被害は相当少なくなる。

②世帯の食糧等備蓄率：約60％（東海） 約45％（全国） ⇒ 100％(目標)

全世帯で備蓄されていれば、発災当初の物資の心配はなくなる



非常持出し品備え、家具の転倒防止！
家族の防災会議 日頃からのご近所付き合い！

向こう三軒・両隣！
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大災害発生時、公的な支援物資はすぐに届くとは限りません。コンビニなどのお店にも人が殺到し、商品がすぐ無くなる可能性もあります。

電気、水道、ガスといったライフラインは、大災害発生直後は停止し、利用が困難になります。

1995年の阪神淡路大震災、2011年の東日本大震災での、各ライフラインの復旧までの日数は図のようになっています。

さらに、内閣府による首都直下地震等による東京の被害想定によれば、各ライフラインの復旧目標日数は、電気で6日、上水道で30日、ガスで

55日となっています。

これらを見ると、電気が一番早く数日で復旧し、次いで水道が、最後にガスが復旧するという順番になっています。

各ライフラインに合わせた備蓄品は以下のようになります。

１．電気
電気はライフラインの中で、比較的早く復旧することから、ガスコンロの代替品となるIHクッキングヒーターやIH対応調理器具、電気ポット
があると便利です。

２．水
水に関しては、水道が復旧しない間も給水車から水をもらうために、給水タンクや給水袋が必須となります。

３．ガス
ガスの復旧は遅くなることから、カセットコンロ利用のためのガスボンベを多く備蓄しておく必要があります。
ガスによって入浴をしているご家庭では、長期間入浴が不可能になることも考えられます。タオルや衣服等を十分に用意することを心がけ
ましょう。
また、冬季の場合は寒さ対策が必要になることから、ガスストーブ以外の暖房器具もあると安心です。
では、具体的にどのような品物が必要か見てみましょう。

出典：日本気象協会（トクする！防災）
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出典：日本気象協会（トクする！防災）

全 員
3日間過ごすために
最低限必要なもの

+αあったらいいもの

日用品

懐中電灯 2個 ★使い捨てカイロ 75個

★乾電池 50本 ★新聞紙 適宜

ライター／点火棒／マッチ 1本

ロープ・ガムテープ ロープ1
本

軍手 5組

衣類等

その他

★使い捨てコンタクトレンズ 1ヶ月分

ポータブルストーブ 1台

ガソリン携行缶 1缶

女 性

清潔品 ★生理用品 60個

日用品 ★化粧品 適宜

乳 幼 児

食料品
★粉ミルク(スティックタイプ) 20食分 フォローアップミルク 9食分

★離乳食(アレルギー対応) 9食分

清潔品
★おむつ 70個

★お尻拭き 3パック

日用品 ★母乳パッド 適宜

高 齢 者

食料品
おかゆなどのやわらかい食品 9食分

高齢者用食品

清潔品 ★入れ歯洗浄剤 30錠

薬・救急用品 ★常備薬(処方薬) 1ヶ月分

日用品 老眼鏡 1個 ★補聴器用電池 6個

貴重品・書類 お薬手帳 1冊

全 員
3日間過ごすために
最低限必要なもの

+αあったらいいもの

水

水 45L

給水タンク 2個

給水袋 2袋

食料品

アルファ化米、レトルトご飯 45食分★野菜ジュース 15本

★缶詰(さばの味噌煮、野菜など) 15缶 ★飲料(500ml) 15本

★レトルト食品(冷凍食品) 15個 ★菓子類 5パック

★缶詰(果物、小豆など) 3缶 健康飲料粉末 15袋

★加熱なしで食べられる食品 5個 ★調味料 一式

(かまぼこ、チーズなど) (しょうゆ、しおなど)

★栄養補助食品 15箱

調理補助品

カセットコンロ 2台 ★ラップ 1本

カセットボンベ 8本 ★アルミホイル 1本

★マルチツール ★高密度ポリエチレン袋 1箱

（缶切り・ナイフなど） ★ビニール手袋 約100枚

卓上IH調理器 1台

ポット 1個

清潔品

簡易トイレ 75回分★消毒類 適宜

★トイレットペーパー
12ロー
ル

★ティッシュペーパー 5個

★大型ビニール袋・ゴミ袋 適宜

★除菌ウェットティッシュ 約100
枚

薬・救急用品
★常備薬・市販薬 各1箱 栄養補助サプリ 適宜

★救急箱 1箱

情報確認手段
携帯電話の予備バッテリー 台数分

手回し充電式などのラジオ 1個
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災害への備えに、最低3日分の備蓄をしておくことが勧められています。

人命救助が優先され、公的支援が届きにくい発災後3日間は自身の備えで過

ごせるよう備えておく事が大切です。水は一日あたり一人3リットル

必要とされており、3日間では一人9リットル、4人家族で必要な備蓄水は36

リットルの計算になります。

●日本全国、誰もが同じ災害リスクをもっています

2018年の夏は、震度6弱を観測した大阪北部を震源とする地震や、平成30年

7月豪雨と、甚大な被害となった自然災害が続いています。自然災害は今年

に限ったものではなく、毎年日本のどこかで発生しており、日本全国どこ

にいても、同じ災害リスクがあると言っても過言ではありません。

そして発災後、生活者にとって一番困るのがライフラインの断絶です。

これまでの大規模災害を見ても、電気→水道→ガスの順での復旧した所が

多くなっています。ライフラインの中でも、水の確保は普段からの備えで

自分自身でできる事であるため、最低限、水の備蓄はしておきましょう。

でも、4人家族36リットルの水を備蓄しておくのは、実際は

大変ですよね。ここで、おススメなのが、使った分だけ買い

足していく「ローリングストック法」（循環型備蓄）です。

使った分だけ買い足していくため、4人家族に必要な水の量

36リットルが常に家庭にある状態がキープされます。

出典：日本気象協会（トクする！防災）
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44.6%

40.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

能登半島地震 29.4%

福岡県西方沖地震 36.0%

新潟県中越地震 41.2%

十勝沖地震 36.3%

宮城県北部地震 49.4%

岩手・宮城内陸地震

新潟県中越沖地震

● 火災の発生
家具などがストーブなどに転倒・落下することで、火災が発生するなど、二次的な被害も引き起こします。

● 避難障害
避難通路、出入口周辺に転倒、移動しやすい家具類を置くと、避難経路を塞いだり、引き出しが飛び出すことで
つまずいてケガをしたり、避難の妨げになることがあります。

近年発生した地震における家具類の転倒・落下・移動が原因のけが人の割合

● ケ ガ
近年発生した地震でけがをした原因を調べると、約30～50％の人が、家具類の転倒・落下・移動によるものでした。

ご家族の負傷、火災の発生、避難障害の発生を防ぐためには、

家具類の転倒・落下・移動防止対策が非常に大切です。
出典：東京消防庁

● 家具類の転倒・落下・移動による被害

1995年1月の阪神淡路
大震災では、けがの原因の
約7割が家具類の転倒・落
下（46％）とガラスの飛散
（29％）によるものだったと
いわれています。

東京消防庁によると、2003年

から2008に発生した地震でけ

がをした人の原因を調べたとこ

ろ約30～50%は家具の転倒や

落下によるものだったという結

果があります。家具の転倒防止

やガラスの飛散防止をしていれ

ば、地震発生時に多くの人がけ

がを防ぐことができたことにな

ります。
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出典：日本気象協会（トクする！防災）

家具は倒れるだけでなく、落下や移動してくると

考えて事前の対策を実施することが地震によるけ

がを防止するためにとても重要です。

また、家具を固定していなかったり、置き場を工夫

していなかった場合、地震発生時に逃げ道を失う

という危険性もあります。

大地震発生時は
家具が凶器に変わる！
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出典：日本気象協会（トクする！防災） 出典：東京消防庁
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災害用伝言ダイヤルの使い方

備えてありますか？



黄色いハンカチ作戦

総 務 班

○ 運営委員会の事務局業務

○ 災害対策本部との連絡調整

○ 安否確認等問合せへの対応

2019年10月27日実施した避難所運営訓練です。

2019年度 篠岡学区 広域防災訓練 だより

良かった点
・初めてやったが、臨機応変に対応するこ

と出来た。

・効率よく仕事が出来た。

今後、工夫が必要な点
・隊員同士の連絡がとれないので無線機

（ロング波）が必要

・避難者名簿の改善
（様式７☞家族構成は、避難者の方が解りやすい。

・様式８ ☞ もっと解りやすく、見やすく（性別）

・受付をした人、してない人の区別をする。

（ワッペン、腕輪等）

・住民全名簿（緊急時居住者名簿）を管理維持

するのか？

日頃から向こう三軒・両隣の繋がりを大切にしましょう！ 備えあれば憂いなし！

No.35

参加者の感想です。



広 報 班
○ 被害情報や災害情報等の収集・整理

○ 避難者への情報伝達

○ マスコミへの対応

食糧・物資班
○ 備蓄物資等の配布

○ 食料・物資の調達、受入れ、管理、配布

○ 炊出しの対応

良かった点
・Sクルーの子供達が広報車でアナウ
ンスをしてくれた。
・みんな、それぞれ意見を出し合ってくれた。
・各班のブースが解かりやすい説明をして
くれた。

・参加者が自由に見学できたところが良か

った。

今後、工夫が必要な点
・掲示板があると良いと思った。
・実際家族へのやりとりは掲示板が重要
になると思う。
・文字を大きく書く必要とスペースも
必要と思う。

良かった点
・皆の協力性が素晴らしかった。

今後、工夫が必要な点
・備品（カッター等の確保と保管）の場所
の明確化

・刃物にストラップ等をつける。

（危険防止、紛失防止）

・荷物の箱に在庫を記入する用紙を貼る。

・保管場所の確保。

・高齢者対応の食品の確保

No.36



施設管理班 ○ 施設の安全点検と危険箇所への対応

○ 避難者名簿の作成、管理

○ 避難所の防犯対策、環境整備

誘 導 班
○ 避難者を避難所（体育館など）所定の場所への誘導

○ 避難車両の校庭への誘導及び校庭の駐車位置への誘導

○ 緊急車両、物資搬入車両、支援車両の誘導

良かった点
・纏まりがあり、スピーディーに進行した。
・興味を持って参加出来たこと。
・お互いのコミュニケーション、協力が
とても良かった。

・（班長）の司会進行がとても良かった。

今後、工夫が必要な点
・パーテーション設置位置の目印、通路

確保を協力し合い効率良き行動が必

要であった。

・(配置図を図面に残すとよい）

・パーテーションの収納方法の見える化

（写真入りの説明書）

・緊急時の「鍵」対応

良かった点
・自由度があった。
・自分から動けた。
・言われた仕事が出来た。
・困った人が少なかった。
・あいさつが出来た。
・一生懸命やれた。

今後、工夫が必要な点
・長時間プラカードを持っているのは大変なので、

次回は立てて置いておけるようにする。

・消防車の誘導する声が小さかった。

・ペットの扱いが解らない。

・外国人への対応
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救 護 班
○ 救護に関する活動

○ 健康管理活動

○ 救護所・医療機関との連携

衛 生 班

○ 生活用水の確保

○ トイレ・ごみに関する対応

○ その他の衛生活動に関する対応

良かった点
・三角巾の使い方が意外と難しいが２・３回
やると出来た。
・応急担架は、棒２本と毛布で簡単に作成、
乗ってみると傷病者に優しい。

今後、工夫が必要な点
・避難所で活動、お手伝い出来る人が
沢山必要
・一部の人しか出来なかった。

良かった点
・地域の方と協力してトイレの組立を学ぶ
ことが出来た。
・マニュアル書に絵がついていたので
解かりやすかった。
・多くの参加者に見てもらえて良かった。
・便器に座る体験が良い。

今後、工夫が必要な点

・見学者が多く、スぺ－スが狭かったので、後ろ

の方は見づらく説明の声も聞こえなかった。

（次回は設置場所検討する）

・トイレを体験したい人が多かったので、簡易式

トイレを増やすといい。

・マンホ－ル式トイレ必要

・本番の時の設置場所を決めておくと良い。

・ハンマーが無かった。

No.38



○ 避難所での移住空間の設定や情報提供

○ 福祉避難室の設置

○ 福祉関係の専門的な技術・知識者との連携支援

要配慮者支援班

良かった点
・ダンボール組立ベットは良かった。

☞ 気付ける人が沢山

・要配慮者の為の椅子があった。

・組立ベットは丈夫でグッド

・車いす体験は一体感が出来て良かった。

・声かけが大切であることがわかった。

・押してもらう心遣いが嬉しい。

・中学生の活躍が素晴らしかった。 ☞感謝

今後、工夫が必要な点
・ベットの枕が欲しい。

・ダンボールパーテーションはグラグラして

安定性不足

・もう少し大きい方が良い。

・ダンボ－ルだけでは固いため、次回は

毛布等用意すると良い
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開会式・閉会式の様子

消防署、消防団 以外の参加者は、全員初めての経験でした。
みなさんが真剣に訓練を体験され、大切な「備え」になりました。

No.40



家庭に水・食料など備えていますか？

近所で助け合いが出来ますか？

町内会の自主防災活動が出来ますか？

町内会に災害時居住者名簿はありますか？

避難所運営組織はありますか？

避難所に緊急用の
水・食料・毛布・仮設トイレなどが備えてありますか？

No.41



We Love 篠岡

（子どもは地域の宝物）
豊かな心をはぐくむ環境を！

（安全で安心な篠岡）

備えあれば憂いなし！
ご近所が仲良く、向こう
三軒両隣の助け合い

（高齢者も障害者も安心して
暮らせる町あしたも笑顔で）

お餅つき大会

しのおか おたすけ隊
〈支え合う・心豊かな・篠岡〉

○庭の草取り
○庭の樹木の剪定
○庭の花などへの散水
○古紙・古布の袋詰め
○電球・蛍光灯の交換
○お話相手

篠岡地区サロン
情報ネットワーク

さわやか
ウォーキング大会

活動開始から６年目です(^_-)-☆

☞ 引き続き、協議会全体の活動状況など地域のみなさんへ
情報発信をしていければと思っております。

篠岡学区ホームページをご覧くださいね☺ No.42



篠岡学区地域協議会では一緒に活動して頂ける仲間を募集しています。

お知り合いの方等おられましたら、お気軽にお問合せ下さい。

【事務局】080-3659-3456

メモ
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身
の
安
全
の
備
え

初
動
対
応
の
備
え

消火の備えを
しておこう

火災発生の早期発見と
防止対策をしておこう

非常用品を
備えておこう

家具類の転倒・落下・移動 防

止対策をしておこう

・けがをしたり、 避難

に支障がな いよう

に家具を 配置して

おく。

・家具やテレビ、 パソ

コンなどを 固定し、

転倒・ 落下・移動

防止 措置をして

お く。

・火災の発生に備えて消火器の準備や風呂の水
のくみ置き（溺れ防止のため子どもだけで浴室に入
れないようにする）をしておく。

・火災の早期発見のために、住宅

用火災警報器を設置しておく。

・普段使用しない電気器具は、 差

込みプラグをコンセントから

抜いておく。
・電気やガスに起因する火災発生

防止のため感震ブレーカー、

感震コンセントなどの防災機器

を設置しておく。

・非常用品は、置く場所を決めて準備しておく。
・車載ジャッキやカーラジオなど、身の周りにあるもの
の活用を考えておく。

地域の危険性を
把握しておこう

・自治体の防災マップ等で、自分の住む地
域の地域危険度を確認しておく。
・自宅や学校、職場周辺を実際に歩き、
災害時の危険箇所や役立つ施設を把握し
、自分用の防災マップを作っておく。

防災知識を
身につけておこう

・新聞、テレビ、ラジオやインターネット などか
ら、防災に関する情報を収集し、 知識を身
につけておく。
・消防署などが実施する講演会や座談会に 参
加し、過去の地震の教訓を学んでおく。

防災行動力を
高めておこう

日頃から防災訓練に参加して、身体防護、出
火防止、初期消火、救出、応急救護、通報
連絡、避難要領などを身に付けて おく。

けがの防止対策

をしておこう

・食器棚や窓ガラスなどには、ガラスの飛

散防止措置をしておく。

・停電に備えて懐中電灯をすぐに使える場

所に置いておく。
・散乱物でケガをしないようにスリッパや

スニーカーなどを身近に準備しておく。

家屋や塀の強度を

確認しておこう

・家屋の耐震診断を受け、必要な補強をし

ておく。

・ブロックやコンクリートなどの塀は、倒れ

ないように補強しておく。

確
か
な
行
動
の
備
え

・地震が発生した時の出火防止や初期消火
など、家族の役割分担を決めておく。
・外出中に家族が帰宅困難になったり、
離れ離れになった場合の安否確認の方法
や集合場所などを決めておく。
・家族で避難場所や
避難経路を確認し
ておく。
・普段のつき合いを
大切にするなど、
隣り近所との協力
体制を話し合って
おく。

家族で
話し合っておこう

東京消防庁

No.45目立つ場所へ貼って、日頃から予習しましょう！



地
震
直
後
の
行
動

地
震
後
の
行
動

地震だ！ まず身の安全

避難の前に
安全確認電気・ガス

協力し合って
救出・救護

確かめ合おう
わが家の安全 隣の安否

正しい情報
確かな行動

火災や津波
確かな避難

あわてた行動
けがのもと

窓や戸を開け
出口を確保

門や塀には
近寄らない

・揺れを感じたり、緊急地震速報を受けた時は、身の安全を最優先に行動する。

・丈夫なテーブルの下や、物が「落ちてこない」「倒れてこない」

「移動してこない」空間に身を寄せ、揺れがおさまるまで様子

を見る。

地
震
時
の
行 【高層階（概ね１０階以上）での注意点】

動 ・高層階では、揺れが数分続くことがある。

・大きくゆっくりとした揺れにより、家具類が転倒・落下する危険

に加え、大きく移動する危険がある。

落ちついて
火の元確認 初期消火

・火を使っている時は、揺れがおさ

まってから、あわてずに火の始末
をする。

・出火した時は、落ちついて消火す

る。

・屋内で転倒・落下した家具類やガ

ラスの破片などに注意する。
・瓦、窓ガラス、看板などが落ちて

くるので外に飛び出さない。

揺れがおさまった時に、避難がで

きるよう出口を確保する。

屋外で揺れを感じたら、ブロック
塀などには近寄らない。

・地域に大規模な火災の危険がせま

り、身の危険を感じたら、一時集

合場所や避難場所に避難する。

・沿岸部では、大きな揺れを感じた

り、津波警報

が出されたら、

高台などの安

全な場所に素

早く避難する。

ラジオやテレビ、消防署、行政な

どから正しい情報を得る。
わが家の安全を確認後、近隣の安

否を確認する。

倒壊家屋や転倒家具などの下敷き

になった人を近隣で協力し、救
出・救護する。

避難が必要な時には、ブレーカー

を切り、ガスの元栓を締めて避難
する。

東京消防庁

No.46目立つ場所へ貼って、日頃から予習しましょう！


