
　町では、災害発生時に共助の中心的な役割を担う自主防災組織の運営や活動を支援し、地域防災力の向上

を図ることを目的として、藍住町自主防災組織運営支援交付金制度を新たに制定しました。

　この交付金制度は、現在活動している自主防災組織が必要な書類を提出した場合に、その運営等に対して一

律 3万円を交付するものです。

　現在活動中、またこれから活動を予定している自主防災組織は、ぜひこの交付金制度を御活用ください。

　なお、必要な書類等については総務課危機管理室へお問い合わせください。

　1　交付対象となる自主防災組織

　　　　町が活動状況や現況等を把握している自主防災組織

　2　交付金の用途

　　　　自主防災組織の運営等に関する経費

自主防災組織の運営・活動を支援します！

　藍住町防災備蓄倉庫が今年 3月に完成しました。

　この備蓄倉庫は、南海トラフ地震などの大規模災害に備えて、非常食等の備蓄品や発電機等の資機材を保

管することを目的に建築しました。

　また、この備蓄倉庫は県道松茂吉野線沿

いに建築しており、交通の利便性が高いこと

から、災害時における支援物資等の拠点施設

として活用します。

　1　建築場所　　矢上字川向

　2　構　　造　　鉄骨造り・3階建て

　3　延べ床面積　240㎡

藍住町防災備蓄倉庫が完成しました！

　防災出前講座では、職員が地域の皆さんのもとへ出向き、地震災害等に対す

る日ごろの備えや対応について、御説明しています。

　これからは、自治会での会合や町内一斉清掃など、地域住民の集まる機会が

増える時期です。これらの集まりに併せて防災について学び、また、日ごろの

防災に関する疑問について質問してみませんか。

　防災講座を希望される方は、総務課危機管理室へお申し込みください。

防災出前講座実施中！

備蓄倉庫外観

備蓄倉庫内 2階

平成 27年 4月 15日発行　第 8号
発行元：藍住町総務課危機管理室
　　　　電話 637－3111

　藍住町では、大規模な災害に備えて、避難所及び緊急避難場所を次の
とおり指定しています。日ごろから避難所や緊急避難場所の位置、避難
経路を確認しておきましょう。
1　指定避難所（8か所）
　大規模な災害が発生し、自宅で生活することができなくなった被災者が一定期間生活する施設として指定し
ています。なお、指定避難所には生活に必要な食料や飲料水などを備蓄しています。
　＜指定避難所＞
　　　藍住中学校、藍住東中学校、藍住東小学校、藍住北小学校、藍住南小学校、藍住西小学校、
　　　藍住町町民体育館、福祉ホームリズム

2　指定緊急避難場所（13か所）
　災害の危険が切迫したときの一時的な緊急避難先として、災害の種別ごとに指定しています。なお、一時
的に避難する場所となりますので、食料や飲料水などは備蓄していません。また、災害のおそれがなくなった
ときは、自宅か避難所に移動することになります。
　＜指定緊急避難場所＞

指定避難所・指定緊急避難場所を御確認ください！

3　福祉避難所（1か所）

　指定避難所のうち福祉ホームリズムは身体障がい者の方を対象にした福祉避難所です。

　災害発生時はまず、福祉避難所以外の近くにある指定避難所に避難してください。福祉避難所は、避難所

での生活が困難な方がいる場合に開設し、必要性の高い方から移っていただきます。

徳島県立徳島北高等学校
ゆ め タ ウ ン 徳 島
勝 瑞 城 館 跡 公 園
藍住町町民 体 育館
藍住町勤労青少年ホーム
藍住町勤労女性センター
藍住町福祉センター
藍 住 西 小 学 校
藍 住 南 小 学 校
藍 住 北 小 学 校
藍 住 東 小 学 校
藍 住 東 中 学 校
藍 住 中 学 校 藍住町奥野字矢上前18－1

藍住町住吉字若宮49－1
藍住町勝瑞字成長155－1
藍住町住吉字乾 1
藍住町奥野字和田95
藍住町富吉字豊吉55－1
藍住町奥野字矢上前32－1
藍住町奥野字矢上前32－1
藍住町奥野字矢上前32－1
藍住町奥野字矢上前18－1
藍住町勝瑞字東勝地61－1
藍住町奥野字東中須88－1
徳島市応神町吉成字中ノ瀬40－6

施設・場所名 住　　　所
対象とする災害等の種別

洪水
○ ○ ○ ○○ ○
○ ○ ○ ○○ ○
○ ○ ○ ○○ ○
○ ○ ○ ○○ ○
○ ○ ○ ○○ ○
○ ○ ○ ○○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○

地震 津波 内水氾濫大規模な火事
指定避難所
との重複



　今後30年以内に、南海トラフ地震が起きる確率は約70％と言われています。建物の倒壊や家具の転倒によ

る圧死から身を守り、津波から迅速に避難するためにも、住まいの耐震性を確保することが重要です。

　そこで、平成27年度から支援制度を大幅に改善し、診断から工事までを大工・工務店に一括して任せ、手

続をワンストップで行う「住まいの耐震改修支援パック」を新たに設けます。また、耐震性のない古い木造住

宅の除却を支援する「住替え支援制度」を新たに開始します。

　1 回の申込みで耐震診断から耐震化工事等の補助金申請ができ、最大100万円の補助が受けられますので、

ぜひ御活用ください。

　　※耐震診断のみの申込みも可能です。

　　※耐震診断後に実施する事業は次の 1～3のうち 1つを選択します。

平成27年 4月20日から平成28年 1月29日

木造住宅耐震化補助事業が変わりました！

申込み 町から
通知

耐震診断 改修工事 第三者機
関の検査

工事完了 補助金
受取

申請期間

①平成12年 5月31日以前に着工され、現在居住している木造住宅
②高さ1.5ｍ以上の家具の固定
③耐震診断の結果が評点 0.7未満で 1.0以上にする工事

対象要件

工事費用の 2／ 3以内
最高100万円

補助金額

1　耐震改修支援事業

　　○建物の基礎や壁の補強、劣化箇所の取替えなど本格的な改修を行う工事です。

　　○地震に強い住まいにして、家族もガッチリ守りたい方におすすめです。

高さ1.5ｍ以上の
家具を固定する工事

評点
0.7未満

Before

評点
1.0以上

After

最高
100万円
最高

100万円
最高

100万円
補助率
2／ 3
補助率
2／ 3
補助率
2／ 3

耐震改修工事とは？

①昭和56年 5月31日以前に着工され、現在居住している木造住宅
②耐震診断の結果が評点 0.7未満
③住宅のすべてを除却する工事

①高さ1.5ｍ以上の家具の固定
②耐震診断の結果が評点 1.0未満で改修前
　の評点以上にする工事
　（持家は 0.7、貸家は1.0以上必要）
③耐震シェルター又は耐震ベッドの設置
④一部屋補強等の②・③に相当する工事

対象要件

平成12年 5月31日以前に着工され、現在居住している木造住宅で下記の工事を行うこと

対象要件

工事費用の 2／5以内
最高30万円

補助金額

　　○簡易な耐震化工事と併せて行うリフォーム工事です。

　　○あまり費用をかけずに、命だけは守る部分的な耐震補強をしたい方におすすめです。

　　○耐震性のない木造住宅から建替えや、住替えに伴う除却費用を補助します。

最高
30万円
最高

30万円
最高

30万円
補助率
2／5
補助率
2／5
補助率
2／5

工事費用の 2／ 3以内
最高53.3万円

補助金額
最高

53.3万円
最高

53.3万円
最高

53.3万円
補助率
2／ 3
補助率
2／ 3
補助率
2／ 3

簡易な耐震工事
（①は必ず、②～④のうち１つ以上）

⑤省エネルギー化工事
　（太陽光発電・断熱改修など）
⑥バリアフリー化工事
　（手すり設置・段差解消など）
⑦コンクリートブロック等の撤去
⑧下水道接続工事

リフォーム工事

住替え支援とは？

住まいの安全・安心なリフォームとは？

3　住替え支援事業

2　住まいの安全・安心なリフォーム支援事業
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