
平成 28年 10月 15日発行　第 14号
発行元：藍住町総務課危機管理室
　　　　電話 637－3111

　8月 28日、藍住西小学校で防災・避難訓練を開催しました。
　当日は心配していた天候にも恵まれ、訓練には、地域住民のほか関係者ら280人が参加しました。
　訓練参加者は自宅から会場（西小学校）までを徒歩または自転車で移動し、危険箇所や所要時間を確認しまし
た。また会場内では消火訓練やロープワーク、給水体験、心肺蘇生法体験、防災クイズなど様々な体験コーナー
に参加しました。
　この防災・避難訓練は平成 24年度から小中学校ごとに年 2か所ずつ開催しており、西小学校では２度目の
開催です。
　参加者アンケートでは、防災・避難訓練の満足度等は高い結果となっています。しかし、すべての開催会場に
おいて初回より住民参加者数が減少しています。
　本県においては南海トラフ巨大地震の発生が非常に懸念されています。大規模な地震が発生すれば普段利用
している道路も家屋やブロック塀の倒壊、道路の損壊などで通行できなくなってしまうかもしれません。もしも
に備えて防災・避難訓練に参加しましょう。

西小学校で防災・避難訓練を開催しました！

○防災・避難訓練住民参加者数の現状

開　　催　　日 会　　場 住　　民
参加者数 前回比

平成 24年
9月 2日 北小学校 225 －

11月 18日 東中学校 225 －

平成 25年
5月 26日 東小学校 331 －
8月 18日 西小学校 204 －

平成 26年
6月 8日 南小学校 349 －

8月 24日 藍住中学校 303 －

平成 27年
6月 7日 北小学校 199 ▲ 26

8月 23日 東中学校 123 ▲ 102

平成 28年
5月 29日 東小学校 215 ▲ 116
8月 28日 西小学校 183 ▲ 21



木造住宅の耐震化を考えてみませんか？

　平成 28 年熊本地震が発生してから 6 か月が経過しました。この地震によりお亡くなりになった方は 50 名、

地震の影響で体調を崩すなどした「震災関連死」された方は 43 名、6 月の豪雨による「二次災害死」され

た方は 5名で、計 98名もの尊い命が犠牲となりました。

　また、一連の地震で被害が確認された県内の住宅は約 17 万棟にも上り、このうち、「全壊」は 29 の市町

村で合わせて 8,176棟、「半壊」は 2万 9,463棟、「一部破損」は 13万 873棟にも上ります。

　地震は、人命・財産・その他多くのものを奪ってしまいます。私たちは、地震の発生を無くすことはできま

せんが、被害を最小限にすることは可能です。

　住民の皆さん一人ひとりが今一度、減災・防災について考えてみませんか？

　（古い木造住宅の約 97％は倒壊する可能性があります！）
　平成 28年 3月末までの県内 15,953戸の耐震診断の結果

○耐震診断とは？

　耐震診断は、大規模な地震に対してどの程度の安全性があるか判定するものです。

　耐震診断員が、地盤や基礎、壁の強さや配置、劣化の程度などについて現地調査を行い、住宅が

持つ耐震性を数値（構造評点）で表します。既に耐震診断を実施された方も、次ページの表を参考

に診断結果を見直し、耐震化に取り組みましょう。

　県内では、これまでの耐震診断の結果、倒壊の可能性がある（評点 1.0 未満）と判定された住宅は、全体

の 97％と十分な耐震性を満たしていません。またその後、耐震化工事を実施された方は約 1割しかいません。

その原因として、「費用が高額である」「時間と手間がかかる」等の理由があげられています。

■倒壊する可能性がある住宅

2,270戸（14.2 %）

■倒壊する可能性が高い住宅

13,169戸（82.5 %）

倒壊の可能性
97％



　災害はいつやってくるか、わかりません。普段から万全の備えができていることが望ましいですが、実際に

は備える前に災害が発生することもあり得ます。9 月 10 日（土）に藍住町体育センターで行われた「防災

GO ウォーキング」では新聞紙でスリッパを作る体験が実施されましたが、他にも日常の身近なものでいざと

いうときに少しでも役に立つものを紹介します。

　もしもの時に活用しましょう。

　○ツナ缶ランプ

　【用意するもの】　ティッシュ1枚、ツナ缶 1個（オイル漬けのもの、中身は全て入ったままでOK）、缶に穴

を開ける道具（キリ、穴開け器付の缶切り等）

　【作成手順】　1　ティッシュをこより状にする

　　　　　　　2　こより状にしたティッシュをツナ缶の高さの 2.5 倍ほどの長さにする

　　　　　　　3　缶の底に 2で作成したランプの芯が刺さる穴を開ける

　　　　　　　4　穴にティッシュで作成した芯を頭が1cmになるように刺し、油が染み込むまで待ち点火する

　【注意点、その他】　・火災の原因となってしまう可能性もあるため、大地震直後など近くにガレキや燃えや

すいものがある場合は使用しない。

　　　　　　　　　　・使用後のツナ缶の中身は問題なく食べられます。

　　　　　　　　　　・ランプとして使えるのはおよそ 30～ 45分ほどです。

　　　　　　　　　　・綿紐がある場合はティッシュの代わりに芯として使えます。

　○ダンボール製簡易水タンク

　【用意するもの】　ダンボール、大きなビニール袋

　【作成手順】　ダンボールにビニール袋を入れる

　【注意点、その他】　・持ち運びに台車などがあれば便利です。

　比較的簡単に作れるものを紹介しましたが、他にもペットボトルと

懐中電灯で簡易ランタン、キッチンペーパーで簡易マスク、ポリ袋で

合羽など身近なもので役に立つものを作ることができます。詳しい

作り方は引用元を参照ください。

　参考・引用元　備える .jp　http://sonaeru.jp/

災害用グッズを作ってみましょう！

構造評点 判　定

1.5以上 倒壊しない

1.0以上 1.5未満 一応倒壊しない

0.7以上 1.0未満 倒壊する可能性がある

0.7未満 倒壊する可能性が高い



　迅速な避難を行うため、また、避難所で避難生活を行う際に困らないようにするために、最小限必要なもの

が揃っているか見直しましょう。備えることは平常時にしかできず、災害は待ってはくれません。

○非常用持出袋
　　緊急時に必要なものを入れておき、迅速に避難できるようにします。

　●避難行動時に両手が塞がらないようにするために、大きめのリュックサックを用意しましょう。

　●自身の身を守り、生命活動を維持するために必要なものを最優先としましょう。

　●実際に避難訓練の際などに背負って移動し、無理なく避難行動がとれるかの確認もしましょう。重すぎる

と感じる場合は、命に直接関わるものであるかどうかを判断基準に優先度を決めましょう。

　●飲料水、食料品については特に、災害発生直後の避難時に全て持ち出そうとすると重量が過大になってし

まうので、持ち運べる量をしっかりと見極めておきましょう。また、持出用とは別に、災害発生後ライフ

ライン復旧までに時間を要する場合を想定し、収納しやすく取り出しやすい場所に備蓄しておきましょう。

備蓄さえしてあれば、災害で不便こそあれども餓死することはありません。

　【最低限必要なもの】

　　飲料水・非常食（初期持出用は避難行動の

妨げにならないよう重量に気をつけて 1 日分、

備蓄 7 日分）、貴重品［現金（公衆電話用、

自販機用に硬貨も）、通帳、印鑑］、救急用品（医

薬品、絆創膏等）、懐中電灯、携帯ラジオ、電池、

マッチ、衛生用品（ティッシュ・トイレットペー

パー、ウェットティッシュ等）、ヘルメット、靴、

マスク、雨具、防寒具、衣類

津波避難訓練に参加しましょう！

非常持ち出し袋を準備しましょう！

　勝瑞地区を対象に津波避難訓練を開催します。

　東小学校が指定避難所となっている方や近隣に

お住まいの方はぜひ参加してください。

　訓練の詳細は後日、町ホームページ、エーアイ

テレビ等で皆さんにお知らせする予定です。

●日時　平成 28年 11月 6日（日） 
　　　　午前 9時～11時

●会場　藍住東小学校



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AndaleMono
    /Apple-Chancery
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /BLSGaijiST-Ftg
    /BLSGaijiST-Ftm
    /BLSGaijiST-Gth
    /BLSGaijiST-Jnb
    /BLSGaijiST-Jnl
    /BLSGaijiST-Jnm
    /BLSGaijiST-Mgb
    /BLSGaijiST-Mgh
    /BLSGaijiST-Mgm
    /BLSGaijiST-Mgu
    /BLSGaijiST-Mmm
    /BLSGaijiST-Rmb
    /BLSGaijiST-Rmh
    /BLSGaijiST-Rml
    /BLSGaijiST-Rmm
    /BLSGaijiST-Rmr
    /BLSGaijiST-Rmu
    /BLSGaijiST-Sgb
    /BLSGaijiST-Sgl
    /BLSGaijiST-Sgm
    /BLSGaijiST-Sgr
    /BLSGaijiST-Sgu
    /BLSGaijiST-Ssk
    /CapitalsRegular
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /Charcoal
    /Chicago
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /DFPGiHiCID-W7
    /DFPGothicCID-UB
    /DFPGyoShoCID-Lt
    /DFPKaiShoCID-Md
    /DFPKaiShoCID-UB
    /DFPKanTeiRyuCID-XB
    /DFPKoInCID-W4
    /DFPLeiGaSoCID-W9
    /DFPLeiShoCID-SB
    /DFPMaruMojiCID-SL
    /DFPMaruMojiCID-W9
    /DFPPOP1CID-SB
    /DFPPOP1CID-W12
    /DFPPOP1CID-W3
    /DFPPOP1CID-W9
    /DFPRuLeiCID-W7
    /DFPSNGyoShoCID-W5
    /DFPSoGeiCID-W5
    /DFPSoGeiCID-W7
    /DFPSoGeiCID-W9
    /DFPSumoCID-W12
    /DFPTFLeiShoCID-W5
    /EDIGJ-IWAGO2
    /EDIGJ-IWAMIN2
    /EdwardianScriptITC
    /FutoGoB101-Bold
    /FutoMinA101-Bold
    /Futura
    /Futura-Bold
    /Futura-BoldOblique
    /Futura-Book
    /Futura-BookOblique
    /Futura-Condensed
    /Futura-CondensedBold
    /Futura-CondensedBoldOblique
    /Futura-CondensedExtraBold
    /Futura-CondensedLight
    /Futura-CondensedLightOblique
    /Futura-CondensedOblique
    /Futura-CondExtraBoldObl
    /Futura-ExtraBold
    /Futura-ExtraBoldOblique
    /Futura-Heavy
    /Futura-HeavyOblique
    /Futura-Light
    /GadgetRegular
    /Geneva
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GothicBBB-Medium
    /GthfrAlpha
    /GthHround
    /GthinAlpha
    /GthinHround
    /HeiseiKakuGothic-W5
    /HeiseiMincho-W3
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /HoeflerText-Black
    /HoeflerText-BlackItalic
    /HoeflerText-Italic
    /HoeflerText-Ornaments
    /HoeflerText-Regular
    /Impact
    /Jun101-Light
    /Jun34-Medium
    /Jun501-Bold
    /KyokaICA-regular
    /LucidaHandwriting-Italic
    /MinIWA-Th-V3
    /Monaco
    /MonotypeSorts
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /NewYork
    /Osaka
    /Osaka-Mono
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Ryumin-Bold
    /Ryumin-heavy
    /Ryumin-Light
    /Ryumin-Medium
    /Ryumin-Ultra
    /SandRegular
    /ShinGo-Bold
    /ShinGo-Light
    /ShinGo-Medium
    /ShinGo-regular
    /ShinGo-Ultra
    /ShinseiKai-CBSK1
    /Skia-Regular
    /SMI-GAIJI-PLUS
    /SMI-KAZARI
    /Symbol
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TechnoRegular
    /TextileRegular
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Univers
    /Univers-Black
    /Univers-BlackExt
    /Univers-BlackExtObl
    /Univers-BlackOblique
    /Univers-Bold
    /Univers-BoldExt
    /Univers-BoldExtObl
    /Univers-BoldOblique
    /Univers-Condensed
    /Univers-CondensedBold
    /Univers-CondensedBoldOblique
    /Univers-CondensedLight
    /Univers-CondensedLightOblique
    /Univers-CondensedOblique
    /Univers-Extended
    /Univers-ExtendedObl
    /Univers-ExtraBlack
    /Univers-ExtraBlackExt
    /Univers-ExtraBlackExtObl
    /Univers-ExtraBlackObl
    /Univers-Light
    /Univers-LightOblique
    /Univers-LightUltraCondensed
    /Univers-Oblique
    /Univers-ThinUltraCondensed
    /Univers-UltraCondensed
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Webdings
    /Wingdings
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K 0
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b00270057006500627528002867009ad8753b8cea005f900f660e3042308a002900270020306b57fa3065304f005d0020005b514330683059308b30bb30c330c80020003a0057004500427528002867009ad8753b8cea0029005d0020>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.500000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [603.780 858.898]
>> setpagedevice


