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１０１０１０１０

防災の基本的な考え方防災の基本的な考え方防災の基本的な考え方防災の基本的な考え方

自助自助自助自助 「自らの「自らの「自らの「自らの “命・家族命・家族命・家族命・家族” は自ら守る」は自ら守る」は自ら守る」は自ら守る」１１１１

２２２２

３３３３

共助共助共助共助 「自主防災組織（自治会）による救助」「自主防災組織（自治会）による救助」「自主防災組織（自治会）による救助」「自主防災組織（自治会）による救助」

公助公助公助公助 「自治体・国による救助」「自治体・国による救助」「自治体・国による救助」「自治体・国による救助」

◎◎◎◎近近近近助（互助）「近隣の人々の助け合い」助（互助）「近隣の人々の助け合い」助（互助）「近隣の人々の助け合い」助（互助）「近隣の人々の助け合い」

◎◎◎◎ボランティア活動による支援ボランティア活動による支援ボランティア活動による支援ボランティア活動による支援

◎◎◎◎ボランティア活動による支援ボランティア活動による支援ボランティア活動による支援ボランティア活動による支援

重み、重み、重み、重み、
割合割合割合割合



防災の「自助」について

「自らの「自らの「自らの「自らの ”命・家族命・家族命・家族命・家族”  は自ら守る」とは、は自ら守る」とは、は自ら守る」とは、は自ら守る」とは、

①①①① どのどのどのどのようにようにようにように考え、考え、考え、考え、

②②②② どのように備え、どのように備え、どのように備え、どのように備え、

③③③③ どのように対応するのか？どのように対応するのか？どのように対応するのか？どのように対応するのか？

「自助」に関する情報提供誌「防災だより」「自助」に関する情報提供誌「防災だより」「自助」に関する情報提供誌「防災だより」「自助」に関する情報提供誌「防災だより」

H24年度年度年度年度 No1~No6 発行発行発行発行

H24,11,17  坂上良夫坂上良夫坂上良夫坂上良夫



「「「「自助自助自助自助」」」」 に関するこの地域の住民にに関するこの地域の住民にに関するこの地域の住民にに関するこの地域の住民に、、、、
●必要な情報を収集し、●必要な情報を収集し、●必要な情報を収集し、●必要な情報を収集し、
●分かりやすく編集する。●分かりやすく編集する。●分かりやすく編集する。●分かりやすく編集する。

「自助」に関する「自助」に関する「自助」に関する「自助」に関する
情報を情報を情報を情報をコーディネートしてコーディネートしてコーディネートしてコーディネートして

「自らの「自らの「自らの「自らの “命・家族”“命・家族”“命・家族”“命・家族”は自ら守る」ことをは自ら守る」ことをは自ら守る」ことをは自ら守る」ことを

“自覚“自覚“自覚“自覚 ”し、“具現化”して頂く。”し、“具現化”して頂く。”し、“具現化”して頂く。”し、“具現化”して頂く。

防災の専門家では
ありません。

Ｂ茅ヶ崎の住民がＢ茅ヶ崎の住民がＢ茅ヶ崎の住民がＢ茅ヶ崎の住民が

これが実現することこれが実現することこれが実現することこれが実現すること
を目指していますを目指していますを目指していますを目指しています。

この実現により、地震の被害がより少なくなる。この実現により、地震の被害がより少なくなる。この実現により、地震の被害がより少なくなる。この実現により、地震の被害がより少なくなる。

「減災」「減災」「減災」「減災」 という考え方の一つです。という考え方の一つです。という考え方の一つです。という考え方の一つです。

「防災だより」の情報とは「防災だより」の情報とは「防災だより」の情報とは「防災だより」の情報とは

提供提供提供提供



Ｎｏ１「防災だより」Ｎｏ１「防災だより」Ｎｏ１「防災だより」Ｎｏ１「防災だより」 アンケート結果アンケート結果アンケート結果アンケート結果

１、防災に関する考え方の方向１、防災に関する考え方の方向１、防災に関する考え方の方向１、防災に関する考え方の方向
「備えあれば、憂いなし」の考え方を行動指針とします。「備えあれば、憂いなし」の考え方を行動指針とします。「備えあれば、憂いなし」の考え方を行動指針とします。「備えあれば、憂いなし」の考え方を行動指針とします。

「いつ来るか分からない地震には考えない」、「いつ来るか分からない地震には考えない」、「いつ来るか分からない地震には考えない」、「いつ来るか分からない地震には考えない」、 という考えの方はおられませんでという考えの方はおられませんでという考えの方はおられませんでという考えの方はおられませんで
した。した。した。した。

２、２、２、２、【【【【自助自助自助自助】】】】に関してに関してに関してに関して
イイイイ、、、、 「地震にどうそなえるか」「地震にどうそなえるか」「地震にどうそなえるか」「地震にどうそなえるか」考え方の情報提供が必要でした。考え方の情報提供が必要でした。考え方の情報提供が必要でした。考え方の情報提供が必要でした。
ロ、家の中でのロ、家の中でのロ、家の中でのロ、家の中での「逃げ場所」「逃げ場所」「逃げ場所」「逃げ場所」の情報提供が必要でした。の情報提供が必要でした。の情報提供が必要でした。の情報提供が必要でした。
ハ、ハ、ハ、ハ、「家具転倒防止」「家具転倒防止」「家具転倒防止」「家具転倒防止」へ意識高揚と具体的なアドバイスの情報が必要でした。へ意識高揚と具体的なアドバイスの情報が必要でした。へ意識高揚と具体的なアドバイスの情報が必要でした。へ意識高揚と具体的なアドバイスの情報が必要でした。
ニ、非常時の水、食料、電池などのニ、非常時の水、食料、電池などのニ、非常時の水、食料、電池などのニ、非常時の水、食料、電池などの「物のそなえ」「物のそなえ」「物のそなえ」「物のそなえ」については、については、については、については、 ほとんどの方々ほとんどの方々ほとんどの方々ほとんどの方々
が何らかの形でが何らかの形でが何らかの形でが何らかの形で「そなえ」「そなえ」「そなえ」「そなえ」をされていました。をされていました。をされていました。をされていました。

ホ、家の耐震対策に関してホ、家の耐震対策に関してホ、家の耐震対策に関してホ、家の耐震対策に関して耐震対策済み耐震対策済み耐震対策済み耐震対策済み42％、今後耐震を考える％、今後耐震を考える％、今後耐震を考える％、今後耐震を考える26%でした。でした。でした。でした。

３、３、３、３、【【【【共助共助共助共助】】】】に関してに関してに関してに関して
イ、自治会の自主防災は、イ、自治会の自主防災は、イ、自治会の自主防災は、イ、自治会の自主防災は、57.9%の方が認識されていました。の方が認識されていました。の方が認識されていました。の方が認識されていました。
ロ、ロ、ロ、ロ、今後の高齢化やコミュニティに今後の高齢化やコミュニティに今後の高齢化やコミュニティに今後の高齢化やコミュニティに関しての示唆がありました。関しての示唆がありました。関しての示唆がありました。関しての示唆がありました。

（（（（今回、今回、今回、今回、2011,11,20実施実施実施実施 総数総数総数総数33名名名名 出席出席出席出席25 名名名名 委任委任委任委任3名名名名 欠席欠席欠席欠席 5名名名名））））



Ｎｏ２Ｎｏ２Ｎｏ２Ｎｏ２ 「自助」について考える「自助」について考える「自助」について考える「自助」について考える

東海地震がきたら（Ｍ８クラス）東海地震がきたら（Ｍ８クラス）東海地震がきたら（Ｍ８クラス）東海地震がきたら（Ｍ８クラス）

Ａ，在宅中Ａ，在宅中Ａ，在宅中Ａ，在宅中

●家は倒れないか、家は倒れないか、家は倒れないか、家は倒れないか、

●家具は倒れないか、破損しないか、配置、収納に危険はないか●家具は倒れないか、破損しないか、配置、収納に危険はないか●家具は倒れないか、破損しないか、配置、収納に危険はないか●家具は倒れないか、破損しないか、配置、収納に危険はないか

●ライフラインが断絶したら、●ライフラインが断絶したら、●ライフラインが断絶したら、●ライフラインが断絶したら、

◎自宅で過ごす場合◎自宅で過ごす場合◎自宅で過ごす場合◎自宅で過ごす場合
○断絶（電気、ガス、下水道、情報）・・・・防災用品の確保○断絶（電気、ガス、下水道、情報）・・・・防災用品の確保○断絶（電気、ガス、下水道、情報）・・・・防災用品の確保○断絶（電気、ガス、下水道、情報）・・・・防災用品の確保

○飲料水、食料、・・・○飲料水、食料、・・・○飲料水、食料、・・・○飲料水、食料、・・・ ・・・・・・・・・備蓄の確保・・・・・・・・・備蓄の確保・・・・・・・・・備蓄の確保・・・・・・・・・備蓄の確保

○大事なもの・･･･○大事なもの・･･･○大事なもの・･･･○大事なもの・･･･ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・身に付けるものの確保・・・・・・・・身に付けるものの確保・・・・・・・・身に付けるものの確保・・・・・・・・身に付けるものの確保
（お金、メガネ、携帯他）（お金、メガネ、携帯他）（お金、メガネ、携帯他）（お金、メガネ、携帯他）

◎避難所で暮らす場合◎避難所で暮らす場合◎避難所で暮らす場合◎避難所で暮らす場合

○非常用持ち出し品の確保○非常用持ち出し品の確保○非常用持ち出し品の確保○非常用持ち出し品の確保

Ｂ，外出中Ｂ，外出中Ｂ，外出中Ｂ，外出中

その時

Ｃ、そのあとＣ、そのあとＣ、そのあとＣ、そのあと



想定される地震想定される地震想定される地震想定される地震 東海地震東海地震東海地震東海地震（防災強化地震地域）（防災強化地震地域）（防災強化地震地域）（防災強化地震地域） 直下型地震直下型地震直下型地震直下型地震
（Ｍ（Ｍ（Ｍ（Ｍ8    30年、年、年、年、88％）％）％）％） （切迫性あり）（切迫性あり）（切迫性あり）（切迫性あり）

家家家家 耐震耐震耐震耐震
家具家具家具家具 固定・収納・配置・破損防止固定・収納・配置・破損防止固定・収納・配置・破損防止固定・収納・配置・破損防止 賞味期限賞味期限賞味期限賞味期限
飲食飲食飲食飲食 備蓄（水３ｌ、おかゆ、保存食、好きな食べ物）備蓄（水３ｌ、おかゆ、保存食、好きな食べ物）備蓄（水３ｌ、おかゆ、保存食、好きな食べ物）備蓄（水３ｌ、おかゆ、保存食、好きな食べ物）
情報情報情報情報 ラジオ・情報機器・伝言リスト・文具ラジオ・情報機器・伝言リスト・文具ラジオ・情報機器・伝言リスト・文具ラジオ・情報機器・伝言リスト・文具
防災カード防災カード防災カード防災カード 家族カードの作成家族カードの作成家族カードの作成家族カードの作成
防災用品防災用品防災用品防災用品
トイレ用品トイレ用品トイレ用品トイレ用品 簡易トイレ簡易トイレ簡易トイレ簡易トイレ
緊急用品緊急用品緊急用品緊急用品
貴重品貴重品貴重品貴重品 お金・お金・お金・お金・
医療品医療品医療品医療品 包帯・絆創膏・マスク・薬包帯・絆創膏・マスク・薬包帯・絆創膏・マスク・薬包帯・絆創膏・マスク・薬
年齢別用品年齢別用品年齢別用品年齢別用品 生理用品生理用品生理用品生理用品
要援護者用品要援護者用品要援護者用品要援護者用品
防寒暖衣料防寒暖衣料防寒暖衣料防寒暖衣料 アルミシート・雨着・手袋アルミシート・雨着・手袋アルミシート・雨着・手袋アルミシート・雨着・手袋
熱源熱源熱源熱源 加熱袋・発熱剤加熱袋・発熱剤加熱袋・発熱剤加熱袋・発熱剤
火源火源火源火源 ライターライターライターライター
光源光源光源光源 ロウソクロウソクロウソクロウソク ラップフィルム・ゴミ袋ラップフィルム・ゴミ袋ラップフィルム・ゴミ袋ラップフィルム・ゴミ袋
生活用品生活用品生活用品生活用品 バッグ・ナップサック・ティッシュバッグ・ナップサック・ティッシュバッグ・ナップサック・ティッシュバッグ・ナップサック・ティッシュ
各人必需品各人必需品各人必需品各人必需品 ガネ・手帳・酒・タバコ・飴ガネ・手帳・酒・タバコ・飴ガネ・手帳・酒・タバコ・飴ガネ・手帳・酒・タバコ・飴

・チョコレート・チョコレート・チョコレート・チョコレート

在宅中在宅中在宅中在宅中

その時その時その時その時

その後の対処その後の対処その後の対処その後の対処

事前準備事前準備事前準備事前準備

外出中外出中外出中外出中

＝歩いている＝歩いている＝歩いている＝歩いている
＝乗り物に＝乗り物に＝乗り物に＝乗り物に
＝高層ビルで＝高層ビルで＝高層ビルで＝高層ビルで
＝学校で＝学校で＝学校で＝学校で
＝エレベーター＝エレベーター＝エレベーター＝エレベーター
＝海岸で＝海岸で＝海岸で＝海岸で
＝＝＝＝

＝情報確認＝情報確認＝情報確認＝情報確認
＝安否確認＝安否確認＝安否確認＝安否確認
＝状況把握＝状況把握＝状況把握＝状況把握
＝各種手続き＝各種手続き＝各種手続き＝各種手続き

１１１１

２２２２

３３３３

逃げる逃げる逃げる逃げる

逃げる逃げる逃げる逃げる

心がけ心がけ心がけ心がけ



家の耐震について

茅ヶ崎市が支援しています

補助金を出しています









家具の固定について

家具は、固定していません。
家具があなたに迫ってきます。
・配置が、
・滑って、
・破損して、
・置き方が悪いと、落ちてきます。
等、考えて対策する必要があります。



タンスがタンスがタンスがタンスが
移動した移動した移動した移動した

茶ダンスは床と一緒に茶ダンスは床と一緒に茶ダンスは床と一緒に茶ダンスは床と一緒に
移動したが移動したが移動したが移動したが、、、、皿は滑っ皿は滑っ皿は滑っ皿は滑っ
て取り残されたて取り残されたて取り残されたて取り残された

壁と床が移動壁と床が移動壁と床が移動壁と床が移動 自分が移動した自分が移動した自分が移動した自分が移動した

皿が飛んできた皿が飛んできた皿が飛んできた皿が飛んできた

阪神・淡路大震災から出てきた言葉阪神・淡路大震災から出てきた言葉阪神・淡路大震災から出てきた言葉阪神・淡路大震災から出てきた言葉



冷蔵庫は床が移冷蔵庫は床が移冷蔵庫は床が移冷蔵庫は床が移
動しても動しても動しても動しても、、、、滑っ滑っ滑っ滑っ
てそのままの位てそのままの位てそのままの位てそのままの位
置置置置

冷
蔵
庫

冷
蔵
庫

冷
蔵
庫

冷
蔵
庫

壁壁壁壁
壁が移動した壁が移動した壁が移動した壁が移動した

自分が移動した自分が移動した自分が移動した自分が移動した

冷蔵庫が迫ってくる
ように見えた

冷蔵庫が迫ってきた冷蔵庫が迫ってきた冷蔵庫が迫ってきた冷蔵庫が迫ってきた

壁と床が移動壁と床が移動壁と床が移動壁と床が移動

阪神・淡路大震災から出てきた言葉阪神・淡路大震災から出てきた言葉阪神・淡路大震災から出てきた言葉阪神・淡路大震災から出てきた言葉



（（（（注注注注））））机は動かないよう机は動かないよう机は動かないよう机は動かないよう
にするにするにするにする

家具の高さ以上に離す家具の高さ以上に離す家具の高さ以上に離す家具の高さ以上に離す

家
具
家
具
家
具
家
具

《《《《家具家具家具家具とととと就寝部分就寝部分就寝部分就寝部分のののの関係関係関係関係》》》》 ～～～～家具転倒家具転倒家具転倒家具転倒からからからから逃逃逃逃げるげるげるげる工夫工夫工夫工夫～～～～

家
具
家
具
家
具
家
具

家具家具家具家具のののの転倒範囲転倒範囲転倒範囲転倒範囲にににに机机机机などなどなどなど再配置再配置再配置再配置、、、、
家具家具家具家具はははは机机机机にににに支支支支えられてえられてえられてえられて止止止止まるまるまるまる 家具の高さ以上に 配置家具の高さ以上に 配置家具の高さ以上に 配置家具の高さ以上に 配置



《《《《家具家具家具家具とととと就寝部分就寝部分就寝部分就寝部分のののの関係関係関係関係》》》》 ～～～～家具転倒家具転倒家具転倒家具転倒からからからから逃逃逃逃げるげるげるげる工夫工夫工夫工夫～～～～

良い例

ＴＶ台の下に移動
防止を施す。

ＴＶと台の間に転倒防
止、移動防止を施す。

家具を固定化

悪い例

家具を置いただけ家具を置いただけ家具を置いただけ家具を置いただけ



良良良良いいいい例例例例

転倒転倒転倒転倒してもしてもしてもしても逃逃逃逃げるげるげるげる
ことができることができることができることができる。。。。

家具家具家具家具のののの再配置再配置再配置再配置

ドアドアドアドア開放開放開放開放

家家家家

具具具具

転倒転倒転倒転倒

悪悪悪悪いいいい例例例例

ドアドアドアドア開放開放開放開放

転倒したら逃げ転倒したら逃げ転倒したら逃げ転倒したら逃げ
られないられないられないられない。。。。

家家家家

具具具具

《《《《避難経路避難経路避難経路避難経路のののの確保確保確保確保》》》》 ～～～～家具配置家具配置家具配置家具配置のののの工夫工夫工夫工夫～～～～



家具家具家具家具のののの（（（（転倒転倒転倒転倒・・・・移動移動移動移動・・・・落下落下落下落下・・・・破損防止破損防止破損防止破損防止・・・・再配置再配置再配置再配置））））
ＮＮＮＮ03 「防災だより」「防災だより」「防災だより」「防災だより」 家具の固定化家具の固定化家具の固定化家具の固定化

ストッパーをいれると効果的

一戸建ての天井では強度的に難しい。

連結金具の大きさ、止め方に工夫を要す
タンスによっては不可能の場合がある。

Ｌ字金具の壁側がしっかりとネジ釘が
止められるよう下地材があること。



家具家具家具家具のののの（（（（転倒転倒転倒転倒・・・・移動移動移動移動・・・・落下落下落下落下・・・・破損防止破損防止破損防止破損防止・・・・再配置再配置再配置再配置））））
ＮＮＮＮ03 「防災だより」「防災だより」「防災だより」「防災だより」 家具の固定化家具の固定化家具の固定化家具の固定化

一戸建ての壁では、下地材が必要

この下地材が必要
ストッパーを入れると効果的

一戸建ての壁では、 Ｌ字金具を止める下地材が必要

この形状では止めるのに
工夫を要す

重い物はなるべく
い所に置く



家具家具家具家具のののの（（（（転倒転倒転倒転倒・・・・移動移動移動移動・・・・落下落下落下落下・・・・破損防止破損防止破損防止破損防止・・・・再配置再配置再配置再配置））））
ＮＮＮＮ03 「防災だより」「防災だより」「防災だより」「防災だより」 家具の固定化家具の固定化家具の固定化家具の固定化

一戸建ての壁では、下地材が必要
一戸建ての壁では、下地材が必要

ストッパーを入れると効果的

東京消防庁「家具類の転倒・落下防止対策ハンドブック」を参考に作
成されたものに、赤字は全て、一戸建て用に加筆してあります。







地震対策の優先順位

１位 家を耐震化する

2位 家具を転倒、移動、破損、配置の工夫する

３位 断絶（電気・ガス・上下水道・情報）に備える

４位 家族の安否を確認する

５位 避難の準備をする



時系列的ニーズ

発災直後発災直後発災直後発災直後

先ずは、地震と
家族の安全確保

「逃げる」こと

自助自助自助自助 ７０７０７０７０％％％％

３３３３時間時間時間時間

共助共助共助共助

３３３３日日日日

近助近助近助近助

３３３３週間週間週間週間

公助公助公助公助自助自助自助自助 ７０７０７０７０％％％％

共助共助共助共助 ２０２０２０２０％％％％ 公助公助公助公助 １００００％％％％

互助（助け合い）
ボランティア

消防署・自衛隊・警察
ボランティア


