
平成 27年 10月 15日発行　第 10号
発行元：藍住町総務課危機管理室
　　　　電話 637－3111

　8月 23日、藍住東中学校で防災・避難訓練を開催しました。

　夏の強い日射しの中、訓練には、地域住民のほか関係者ら228人が参加しました。

　この防災・避難訓練は平成 24年度から避難所ごとに年 2か所ずつ実施しており、東中学校では 2回目の開

催です。

　参加者からは「非常時の心得が分かった」「毎年、実施してほしい」などの声を聞くことができました。また今回

の訓練には、本町のマスコットキャラクター「あいのすけ」が参加し、大いに盛り上げました。

　この防災・避難訓練は来年度以降も継続したいと考えています。

　皆さんが住んでいる地域で開催するときは、ぜひ参加してください。

藍住東中学校で防災・避難訓練を開催しました！

　11月 5日は津波防災の日です。

　気象庁がこの日に合わせて緊急地震速報の全国的な訓練を実施します。

　この訓練では気象庁が全国瞬時警報システム（Ｊアラート※）を用いて緊急地震速報を発表し、町防災行政無

線拡声子局（スピーカー）や防災ラジオから訓練放送が流れる予定です。訓練放送が聞こえましたら、この訓練が

より実践的なものとなるよう、御家庭や職場でも安全確保訓練

（「体を低く、頭を守り、動かない」）を実施してください。

　なお状況によっては、訓練用の緊急地震速報の発表を中止する

ことがあります。詳しくは気象庁ホームページを御覧ください。

　日　時：平成 27年11月5日（木） 午前 10時ごろ
※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛
星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。

緊急地震速報の訓練に参加しましょう！



地震と家屋について

　なぜ地震が起きたら家が倒れるのでしょうか。例えば、地震で倒壊する家屋の多く

は、柱や梁が折れる前に、柱と梁をつないでいる接合部が外れ、それぞれの材料がバ

ラバラになって壊れてしまいます。また、建築年や家の構造によっても倒壊の仕方が

違いますので、まずは耐震診断を行い、自宅の構造や状態について把握しましょう。

　耐震診断を行い、その結果が悪ければ改修工事を実施するのが一番です。しかし場合によっては多額の工事

費用が必要となることがあります。

　次に紹介するのは安価で簡単に取り組むことができる地震対策です。

　御家庭や職場でぜひ実践してください。

地震で家が倒れる仕組み

なぜ地

地111

今すぐできる地震対策

耐震診

今22

◆昭和 56年 5月 31日以前に着工された木造住宅は 1階・2階ともに潰れやすい。

◆比較的新しい住宅でも壁の配置のバランスが悪い住宅は 1階のみ潰れやすい。

・建築されてから年月が経っているため、木材や基礎の老朽化が進んでいる。

・古い建築基準法の時代に施工されているため、必要な耐力が備わっていない。

壊しやすい建物の例倒

原 因

・1階に車庫を設けたり、日当たりの良い空間をつくるために壁の配置がずらされている。

・デザイン重視のために、壁の配置バランスが悪く地震に耐える力が一部分にしか届かない。

原 因

○寝室や子供・高齢者の部屋、出入口付近にはできるだけ背の高い家具は置かないようにする。
　また、就寝位置を家具から離したり、転倒しにくい側方にする。

○重量のある家電製品は、できるだけ低い位置に置く。

○台にテレビやパソコンをのせている場合は、金具や耐震シートで本体と台を固定し、Ｌ型金具などで
台と壁を固定する。

○吊り下げ式の照明器具は複数のチェーンを使い、数箇所を天井にとめて固定する。

○蛍光灯や電球は、割れても飛び散りにくい飛散防止が施されたものを使用する。

○タンスや棚はＬ型金具などで壁の桟や柱に固定する。

○引き出しや観音開きの扉にはストッパーなどを取付け、中身が飛び出さないようにする。

○ガラスには飛散防止フィルムを貼る。

　※家具転倒防止器具等は、壁や家具の種類などによって適した方法が異なります。自分の家や家具な
どにあった方法で設置するためには、家具転倒防止器具等取付講習受講事業者に施工をお願いし
ましょう。また、購入及び設置費用の 1／ 2（上限 1万 5千円）の補助金制度がありますので、詳し
くは総務課危機管理室までお問い合わせください。



　大規模災害が発生すると電気、ガス、水道などのライフラインが途絶することが予想されます。そのような場

合を想定して家庭でも備蓄品を準備しましょう。

　これまで家庭での備蓄品はおおむね 3日程度の備蓄が望ましいと言われてきましたが、2013年 5月に内閣

府により南海トラフ巨大地震の被害想定が見直され、家庭での備蓄は 7日分が推奨されています。

　日常生活の中で普段から使っている食材を多めに購入しておき、災害発生時のために備える方法です。常に多

めに食材がある状態をキープしながら、使用した分を買い足すことで循環させ、賞味期限切れを防ぐことができ

ます。

　　※上記の備蓄品は一例です。家庭の家族構成や状況などに応じて必要なものを備蓄してください。

家庭内備蓄を進めましょう！

備蓄品の例

ローリングストック

ペットボトル飲料水など
一人１日 3ℓが目安です（体重 1kgあたり50mℓが必要）
例）体重 60kg×50mℓ＝3000mℓ
浴槽に水を張ったままにすると生活用水として使用することができます
米、カップ麺、缶詰、レトルト食品、調味料など
家族にアレルギー体質の人がいる場合はアレルギー対応食品を備蓄しておきましょう
カセットコンロ、ガスボンベなど
ガスボンベ 1本当たりの使用の目安は約 65分間です
予備のガスボンベを備蓄しておきましょう

携帯ラジオ、乾電池など
災害発生直後は様々な情報が出てくるので正しい情報を入手してください
予備の乾電池も一緒に備蓄しておきましょう

傷薬、絆創膏、鎮痛剤など
その他持病がある方は常備薬も忘れずに準備しておきましょう

バール、のこぎり、スコップなど
万一の家屋の倒壊に備えて、救出活動に使える資機材を備蓄しましょう

携帯電話の予備のバッテリー、予備のめがね、ラップ、使い捨てカイロなど

飲料水

食料

燃料

携帯ラジオ

救急医薬品

工具類

その他

使用

備える

使った分を
買い足す



　休日防災相談を次のとおり実施します。

　休日しか来庁できない方はぜひ御利用ください。

休日防災相談を実施します！

　総合ハザードマップとは、災害発生時又はその恐れがあるときに、住民の皆さん

が適切な判断・安全な避難行動がとれるように作成した防災マップです。

　「洪水ハザードマップ」・「地震・津波ハザードマップ」・「災害時要援護者施設マッ

プ」の 3種類のマップのほか、災害対策に欠かせない情報がたくさん入っています

ので、まだお持ちでない方は、総務課危機管理室窓口までお越しください。

　※総合ハザードマップは町ホームページからダウンロードも可能です。

総合ハザードマップはお持ちですか？

　藍住町では南海トラフ巨大地震による津波被害や台風時などの洪水被害に備え、町内の公共施設 25 か所、

電柱 23 か所に海抜表示板を設置しています。自分の住んでいる地域がどれくらいの海抜であるのかを確認し、

御家庭や地域の防災対策にお役立てください。

　※詳しい設置箇所等は藍住町総務課危機管理室又は町ホームページで御確認ください。

海抜表示板を御存じですか？

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警報

システム（Ｊアラート）を用いた訓練で町防災無線拡声子局（スピーカー）や防災ラジオから次の内容が放送され

ます。

情報伝達訓練を実施します！

1　日　　程　11月1日～11月 29日までの土曜日、日曜日（※祝日は実施しません。）

2　相談時間　午前 9時～正午

3　相談内容　・木造住宅の耐震化に関すること

　　　　　　　・自主防災組織の結成や運営に関すること

　　　　　　　・家具の固定に関すること

　　　　　　　・備蓄品や防災用品の購入に関すること

4　申　込　み　藍住町総務課危機管理室　電話 637－3111

　　　　　　　※申込みは希望日の１週間前までにお願いします。

　日　時：平成 27年11月25日（水） 午前 11時ごろ

【放送内容】

上りチャイム音＋「これは、テストです。」×3回 ＋「こちらは、ぼうさい藍住町です。」

＋下りチャイム音
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