
平成 28年 1月 15日発行　第 11号
発行元：藍住町総務課危機管理室
　　　　電話 637－3111

　11月 4日から 6日までの 3日間、板野東部消防組合が町営原団地の一部解体に伴い、南海トラフ巨大地震を
想定した災害救助訓練を実施しました。
　この訓練は、倒壊した建物内で、救出経路を確保し迅速に救助することを目的として行われました。実際に建
物を使用して行う実践さながらの訓練はコンクリートの壁や床などを可能な限り安全に、そして効率よく破壊す
る技術の習得に大変役立ちました。
　板野東部消防組合では、救助技術の向上のため、今後も町と連携を図りながら公共施設の取壊し時には訓練
を実施する予定です。

救助訓練を実施しました！

　10月 28日、参観日を利用して東小学校で親子防災講座を開催しました。
　この講座は東小学校の校区が南海トラフ巨大地震による津波浸水区域となっていることから、防災意識の啓
発や防災知識の向上を目的に行いました。
　保護者の皆さんは、町担当者から避難所である体育館や校舎の解錠方法や備蓄物資の状況の説明を受けた
ほか、板野東部消防組合の指導のもと、心肺蘇生法や消火訓練、ロープワークなどを体験しました。また 5・6年
生の児童は消火訓練と防災クイズに参加しました。1時間程度の短い講座でしたが、参加者からは有意義な講座
であったとの声も聞こえました。

親子防災講座を開催しました！

　夏休み防災自由研究の入賞者は次の皆さんです。
　応募ありがとうございました。

夏休み防災自由研究の入賞者が決定しました！

賞 学校名 学年 氏　名
元木　佑夏
吉田　泰規
田頭望乃加
清川　七未

6
4
5
4

北小学校
東小学校
南小学校
北小学校

最優秀賞
優　秀　賞
優　秀　賞
優　秀　賞

賞 学校名 学年 氏　名
中川　美玖
森田　　栞
和田　知晃

4
4
4

北小学校
北小学校
北小学校

入　　選
入　　選
入　　選



我が家の災害・避難カードを作りましょう

　災害・避難カードとは、災害が起きた際にどんな行動を取り、どこへ避難するか、また緊急連絡先等を把握

しておくためのカードです。災害・避難カードの内容は、各御家庭によって違うため、藍住町総合ハザードマップ

でお住まいの地域にどんな災害の危険があるのかを確認し、我が家だけの災害・避難カードを作成しましょう。

　＜カードの作成手順＞
　1．ハザードマップで、自分が住んでいる地区の指定避難所や一時避難所を確認する。

　2．災害時に連絡を取りあう必要がある人の連絡先を確認する。

　3．想定する災害の種類や、避難行動について家族で話し合う。

　4．上記の事項を災害・避難カードに転記する。

災害・避難カードの活用について

　1．作成した災害・避難カードをコピーし、家族全員が持っておく。

　2．自宅内に掲示する。（冷蔵庫に磁石で貼付する等）

　3．財布の中へ入れておく。

　4．携帯電話で災害・避難カードを撮影し、画像化しておく。

　※下記の表は記入例です。御家庭の皆さんで話し合い、次ページの表に記入しましょう。

藍住町 災害・避難カード（記入例）
世帯主　氏名 住所藍住　太郎 藍住町　奥野字矢上前 52－1

想定する災害の種類 避難の判断基準

連絡先 電話番号 備考

藍住町役場（ 代表） 0 8 8 － 6 3 7 － 3 1 1 1 休日・夜間も通話できます

災害用伝言ダイヤル 1 7 1 家族の安否確認に使用できます

最初の避難行動 次の行動 指定避難所名

吉野川の氾濫

突然の大地震

津波

お父さんの携帯電話

お父さんの勤務先（○○建設）

お母さんの携帯電話

○○○－○○○○－○○○○

○○○－○○○－○○○○

○○○－○○○○－○○○○

平日・日中のみ

町の避難準備情報

大きな揺れなど

津波注意報
町の避難準備情報

近くの一時避難所か
指定避難所へ移動

すぐに机の下にもぐり
揺れが収まったら屋
外へ出る

近くの一時避難所か
指定避難所へ移動

様子を見て指定避難
所へ移動

様子を見て指定避難
所へ移動

様子を見て指定避難
所へ移動

①藍住町民体育館
②藍住中学校
③福祉センター (一時避難 )
④女性センター (一時避難 )

同上

同上

緊
急
連
絡
先



藍住町 災害・避難カード
世帯主　氏名 住所 藍住町

想定する災害の種類 避難の判断基準

連絡先 電話番号 備考

藍住町役場（ 代表） 0 8 8 － 6 3 7 － 3 1 1 1 休日・夜間も通話できます

災害用伝言ダイヤル 1 7 1 家族の安否確認に使用できます

最初の避難行動 次の行動 指定避難所名

緊
急
連
絡
先

藍住町 災害・避難カード
世帯主　氏名 住所 藍住町

想定する災害の種類 避難の判断基準

連絡先 電話番号 備考

藍住町役場（ 代表） 0 8 8 － 6 3 7 － 3 1 1 1 休日・夜間も通話できます

災害用伝言ダイヤル 1 7 1 家族の安否確認に使用できます

最初の避難行動 次の行動 指定避難所名

緊
急
連
絡
先

きりとり線



　大規模災害が発生すると、多くの被災者が長期にわたり避難所生活を余儀なくされます。東日本大震災で

も被災者の心身の機能の低下や様々な疾患の発生・悪化などが見られました。しかし、多くの高齢者や障が

い者、妊婦などの要配慮者と他の避難者との関係から、自宅での生活を余儀なくされることも少なくありませ

んでした。

　徳島県では10月17日（土）、11月15日（日）、11月23日（月）で各地域に合った避難所運営体制の構築に繋げ

ていくため、より快適な避難所運営のための講座が開催され藍住町からも 9 名の自主防災組織関係者等が参

加し、避難所運営について学習されましたのでその一部を御紹介いたします。

◆避難所運営には男女共同参画の視点を取り入れましょう
　被災者一人ひとり直面する問題は違います。男女のニーズの違い、年齢等多様な「違い」に配慮した体制・

支援が必要となります。性別や年齢で役割分担を固定化することがないよう以下の点に気をつけましょう。

◆防災講座についての案内
　現在各種防災に関する案内は平成24年度から平成26年度に自主防災組織に関する各種届出のあった自主防

災組織を対象に送付しています。しかし、より多くの方に防災について学んでもらいたいと考えていますので、

各種防災に関する案内が必要な自治会にも送付したいと思います。

　案内が必要な自治会の方は藍住町役場総務課危機管理室まで御連絡ください。

藍住町役場総務課危機管理室　電話（637－3111）

避難所運営について考えましょう

○生活環境（プライバシー）に気をつける
　高齢者、障がい者、妊婦、幼児連れの家族等配慮が必要な被災者が使用するスペースには使いや

すさ、プライバシーの確保を十分に考慮した場所を確保しましょう。また女性の着替えや授乳等を

安心して行える場所を確保することも重要です。

○安全面の確保
　避難所内においてもDVや性暴力の問題は実際に起こっています。女性や子どもに対する被害を

予防するため女性や子どもから意見を聞き、防犯ブザーの配布や、女性専用スペース付近の巡回警

備を行い安心・安全の確保に配慮しましょう。

○性別や年齢における役割の顕在化に気をつけましょう
　ライフラインがとざされた中での生活では家事や家族の世話が普段より重労働化します。女性へ

の炊き出し等家事の負担や、一部の男性への過度の負担の集中が生じないように役割分担を行いま

しょう。また女性や障がい者が避難所運営に参加し、様々なニーズを避難所生活に反映させること

が重要です。

　※上記に記載した項目以外にも避難所毎に気をつける点が存在します。
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