
　
1. まず安全なところに身をおく
　　★家に安全な場所はあるか
　　　→よくわからない、 ないとき
　　　　　○椅子に座って目の高さ以上にもののない部屋を二階につくり

ます。
　　　　　○瀬戸物、 ガラス製品など落下して壊れるものを身の回りに

置かない。
　　　　　○背が低くてもガラス戸の戸棚などを身の回りに置かない。
　　　　　○小さくても重いもの ( 花瓶、 金魚鉢、

鉄アレイなど )、 テレビなとを身の回りに
置かない。

　　　　　○部屋が確保できないときは頑丈な 4 本
足テーブル、 机などを置きます。

　　　　　○部屋もない、 テーブルも置けないときは、
頭部を保護し安全を確認して外に出ます。

　　★揺れているときの身の安全の確保
　　　→自分のいる場所が一階のとき
　　　　　○頭部を保護し安全を確認して外に出ます。
　　　→自分のいる場所が二階のとき
　　　　　○安全な場所に移動 ( テーブル、 机の下 )
　　　　　○ゆれが収まったら火の始末をし頭部を保護して外に出ます。
　　　→万一家が倒壊し、 出られなくなったら
　　　　　○音の出るもの、 笛、 呼子で所在を知らせましょう。
　　　　　○携帯、 スマホのショートメールが出来る人はメールを

しましょう。
　　★外に出たときの身の安全の確保
　　　　　○建物、 ブロック塀、 瓦屋根などからできるだけ離れます。 崖

にも近寄らないようにしましょう。
　　　　　○電柱、 電線のない場所で身をかがめましょう。 防空頭巾の

ようなものがあるといいでしょう。
　　★家族の安否確認
　　　　　○ここまでは自分自身の行動です。
　　　　　○ゆれが収まったら家族の安全を確認し、 避難行動にうつり

ます。

   ☆☆☆ 災害が発生したら ☆☆☆　 　　★隣近所への声がけ
　○自力避難できる状態であれば隣近所

の様子を確認しましょう。 負傷してい
る人があれば一人で助けようとせず、
自主防災委員に連絡してください ( 一
時避難場所にいます )。

　○火災などが発生していないか確認しま
す。 あちこちで火の手が上がっていると
きは初期消火はできません。 ぬれタオ
ルや防塵マスクで口元を塞ぎ、 煙を吸
い込まないようにしましょう。

2. 避難
　★直下型地震の場合は上記安全対策

をとります。
　★火災が発生していないとき
　→自力で避難できる人は 「必要最小限

の緊急持ちだし」 を持って一時避難
場所に移動し、 待機します。

　→自力で避難できない人は 「必要最小
限の緊急持ちだし」 をもってその場に
待機、 援助を待ちます。

 　★火災が発生しているとき
　→自主防災委員の誘導に従い一時避

難場所に移動します

　★直下型でない場合
　→東南海などは少し余裕があるので警

報が出たらただちにガス栓をしめ、 電
気のブレーカーをおとして上記安全対
策をとります。 すばやくできないと思うと
きはまよわず身の安全を確保してくださ
い。 縦揺れは東南海の場合は 30 秒
以内に来ます。 その後大きな横揺れが 15 秒以内にきます
ので 1 分も余裕がありません。 ( 縦揺れの伝わる早さ 6 ～
7 ㎞ / 秒、 横揺れ 3.5 ～ 4.5 ㎞ / 秒 )

【感震ブレーカー】　簡易なものは震度5以上になると自動的にブレー
カーを落としてくれます。震度 5 強・6 弱など設定できるものもあります。
( 下の写真参照 )

感震ブレーカー設置例
揺れると紐付きの玉が
落ちてブレーカーのス
イッチを切る。
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3. 一時避難場所
　○一時避難場所は成田山駐車場です。
　○避難者プレート ( ネームホルダーつき ) を受け取り、 自主防災委員の誘導で避

難所へ移動します。 ( 自主防災部会の組織図は広報 H30/6 月号参照　自
主防災委員は前期評議員と今期評議員です )

　○水・食料はありませんので、必要最小限の持ち出し(後述)に入れておきましょう。
　○災害通信を優先するため、他地域の方の安否確認は対応できません。 負傷者、

病人等の応急手当は可能です。
4. 避難所
　○成田西町の避難所は東北コミセン→第五小学校→第六中学校の順に開設されます。
　○避難者プレート ( 居住者防災カードをもとに作成 ) は常時携行してください。 避難所で本人確認のために必要で

す。 居住者防災カードを未提出で避難者プレートを希望される方は各評議員を通してお申し出ください
 

【地震の場合】
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5. 避難指示解除、 帰宅
　○避難指示が解除されても、 家の損壊状態によっては帰宅して生活できないことがあります。
　○専門の診断士 ( 応急危険度判定士 ) が 「調査済み ( 緑 )」 「要注意 ( 黄 )」 「危険 ( 赤 )」 などのシールをはります。 危険の場合

は原則として立ち入ることが出来ません。
　○帰宅してもすぐにガス栓をあけたり、 ブレーカーを ON にしてはいけません。 ガス管がこわれてガスが充満していることがあります。 また室内

の電気配線がショートしていて、通電すると火災になる可能性があります。 都市ガスは空気より軽いので室内上部に溜まります。 静電気、
懐中電灯のスイッチ、 ライター、 ろうそくの火も危険です。

　○二人以上で帰宅し、 室内の安全が確認されるまで、 緊急事態の時に通報できるように一人は外で待ちましょう。

　　★★★ガスの復帰手順★★★
①すべてのガス栓 ・ 器具栓をしめる。
②復帰ボタンのキャップを左に回してはず

す ( このときランプは点滅しています )。
③復帰ボタンを奥まで強く押しこみ、 3

秒ほどで表示ランプが点灯したらすぐ手
を離す。 復帰レバー型のものは棒など
でレバーを強く押し、 ランプが点灯した
らすぐに離す。

④約 3 分待つ。 この間にガス漏れがない
か確認する。

( 大阪ガス ・ あんしんガイドより )

　　　　★★★通電の手順★★★
①全てのコンセントから電気器具をはずす。
②ガス漏れがないかどうか確認する。
③まず漏電ブレーカーを ON にする。
④メインブレーカーを ON にし、 漏電ブレー

カーが落ちないことを確認する。
⑤漏電ブレーカーが落ちたり、 メインブレー

カーが落ちたら、 絶対にそれ以上の操
作をしない ( 通電火災の危険あり )。

⑥ブレーカーが落ちなければ居間の蛍光灯
などをつけてみる。 器具はひとつずつ確
認しながらコンセントに差し込む。



　
　1. 安全なところに身をおく
　　○避難勧告が出たら避難の準備をするか二階以上に移動しま

す。 豪雨の中の避難は危険を伴います。 垂直避難を優先し
て下さい。

　　○成田西町の場合水害での避難勧告は出ず、 土砂災害のみ
勧告 ･指示がでます。

　　○避難指示が出たら当該警戒区域の方は速やかに避難所に移
動します。

　　○台風等あらかじめ被害が予想される場合は早めに避難します。
　2. 避難
　　○避難指示が出る状況のもとではかなりの豪雨が予想されます。

一時避難場所の開設は困難ですので直接避難所に行ってく
ださい。 緊急時支援が必要な方は自主防災委員がお手伝い
します ( ただし自主防災委員も被災者となることがあります )。

　3. 避難所
　　○実際に土砂災害が発生した場合の避難所のあれこれについて

は、 地震の際の避難所に同じです。

　
　ここまでは災害が発生したらどうするかをみてきました。
　　災害の発生は予防も予見も困難ですが、 命を守るための準備

は可能です。
　　①室内で身の安全を確保する場所をつくる
　　　　　家具の転倒防止、 ガラス飛散防止、 二階のある人は二階

で寝るなど考えましょう。 家具の突っ張り棒はコンクリートの建
物の場合は有効です。

　　②日常の備蓄と必要最小限の緊急持ちだしに分ける
　　

　　　　　なにもかも全部持ち出すことは出来ません。 最初の避難
時には必要最小限のものを持って行くようにします。 水や非
常食などの備蓄はあとでとりにいくこともできます。

　　③避難経路等を確認する
　　　　　ハザードマップを参考にどのように避難するか確認しましょ

う。自分を担当する防災委員(前期評議員と今期評議員)
を確認しておきましょう。

　　④火災対策
　　　　　小規模の火災の場合は家庭用消火器、 風呂の水が役

立ちます。 煙に備えて防塵マスクを用意しましょう ( 工事用
マスク、 ビバなどにあります )。

　　⑤夜間の災害発生にそなえる
　　　　　せっかくの非常持ち出しも離れた部屋に置いてはとりに行く

ことができなくなる可能性があります。 つねに寝所のそばに置
くようにしましょう。 懐中電灯、 万一の際の笛、 呼子など音
の出るもの、 眼鏡、 スニーカーなども枕元に置きましょう。

　　⑥ガス、 電気、 水道がとまったら
　　　　　風呂の水はトイレの洗浄にも利用できますので、 残り湯

を捨てないことが大事です。 携帯用ガスコンロも役立ちます。
車をお持ちの方は自動車のバッテリーから 100V ・ 300W に
変換するコンバーターがあります ( ビバなどにあります )。

　　⑦感震装置
　　　　　ガスは震度 5強以上で自動的にとまります。 電気は感震

ブレーカーというのがあり ( 表面記載 )、簡易なものから 5強、
6弱など設定できるものがあります。

　　⑧耐震補強
　　　　　震度7はほとんどの家屋が倒壊する揺れのことを言います。

耐震補強すれば倒壊は免れる可能性が高まります。

　
　○飲料水 2ℓペットボトル 6本 / 一人　これで約 1週間
　○非常食、缶詰、缶切り、 紙コップ、 紙皿、 フォーク、 スプーン、

ライター、衣類、防寒具、ポンチョなど雨具、下着適宜、トイレッ
トペーパー、 コップ、 歯ブラシ、 歯磨き ( 洗口液など )、 タオル、
消毒用アルコール、ウエットティッシュ、できれば紙おむつ、ラップ、
新聞紙、 使い捨てカイロなど生活用品。

　○常備薬…傷薬、 胃腸薬、 包帯など　高齢者は芍薬甘草湯
(足のつり )、大黄甘草湯 (便秘整腸剤 )があるとよいでしょう。

　○各種重要書類 ( 生命保険、 火災保険、 権利書、 株式証
書など ) をまとめておきましょう。

　★水 ・ 非常食などの備蓄は、 年に一度は点検し、 消費期限を
確認しましょう。 家族で防災や避難のしかた、 災害時の約束
事などを話しあいましょう。

　
　手提げではなくショルダーバッグ、 ナップサックにいれましょう。
　★金銭、 カード類など日頃身につけているもの、　貴重品など
　★靴、 手袋　逃げるとき必要
　★ライト (LED など )
　★携帯やスマホ +充電器
　★保険証 ・ お薬手帳 ・眼鏡 ・筆記用具
　★薬 (医師から処方されているもの 7日分 )
　★小型ラジオ + イヤホン +各種電池
　★ペットボトル 1本と若干の非常食
　★心のよりどころとなる書物 1冊
　★耳栓…避難所では役立つかも。
　帰宅できないことを念頭において日常服薬して
いる薬などは少なくとも 7 日分は用意しましょう。 ラジオ
は情報源となるとともに、 音楽を聞くことで緊張をほぐし
ます。 カセットテープなどもいいでしょう。 書物はパズルで
も聖書でも自分が一番親しんでいるものがいいでしょう。 気持ちを紛
らわすことでストレスが軽減されます。 スマホ充電器はモバイルバッテ
リーが便利です。

　　　　　なにもかも全部持ち出すことは出来ません。 最初の避難

　　
　　　　　ハザードマップを参考にどのように避難するか確認しましょ

　　
　　　　　小規模の火災の場合は家庭用消火器、 風呂の水が役

　　
　　　　　せっかくの非常持ち出しも離れた部屋に置いてはとりに行く

　　
　　　　　風呂の水はトイレの洗浄にも利用できますので、 残り湯

　　
　　　　　ガスは震度 5強以上で自動的にとまります。 電気は感震

　　
　　　　　震度7はほとんどの家屋が倒壊する揺れのことを言います。

　　★★自治体からの情報 (エリアメール等 ) について★★
避難準備情報…高齢者や要介助 ・要支援者など避難に時間
がかかる人たちのために発令されます。 対象となる方は避
難を始めるか準備をしてください。

避難勧告…対象地域の土地、 建物などに被害が発生する恐
れがある場合に発令されます。 自主判断に任されますが、
危険を感じた場合は避難してください。

避難指示…災害で差し迫った命の危険がある場合、 より強制
力のある指示がでます。 「命令」 と同等ですが罰則規定は
ありません。

4 型消火器
有効期限に注意

転倒防止マットの使用例。 粘着性
があり、 シールをはがしてテレビ台の
四隅に置きます。 一度セットすると
容易に取れませんので慎重に。

背の高い家具はこのようにヒートンをね
じ込み、 ロープで縛ります。 あるいは L
字金具で固定します。 右上の配電盤
に感震ブレーカーがあります。
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枚方寝屋川消防
組合作製の冊子。
平成 27/2 配布

命の笛
ライト付きで
暗いところで
も便利です。

【風水害・土砂災害の場合】

【災害に備える】

【必要最小限の緊急持ちだし】 【日常の備蓄】


